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●巻頭言
蝿

5歳児相談

岡野里香 1尾道総合病院病院小児科

尾道総合病院に赴任して2年6か月になり

ます｡ 20年以上小児科勤務医として働いてき

ましたが， その大半が舟人病院という超急性

期病院だったため，地域の「総合小児科医」

となり多少の戸惑いがありました。そのひとつ

が発達障害児の診療です。尾道市は平成22年

度から「5歳児相談事業」を行っています。

保育園・幼稚園に通園している5歳児が対象

で， 3歳児健診時には集団生活での問題点が

明らかにされなかった軽度の発達障害児を早

期に発見し，必要な支援へとつなげる場となっ

ており，尾道市の保育園・幼稚園では深く浸

透しています。平成25年度は99人が相談に訪

れていますが， そのうち71人は3歳児健診で

｢要観察」とされていました。相談の流れは，

まず家庭や園での生活で困り感を持っているこ

どもの相談を，保育園・幼稚園または保護者

から市に申し込みます。保健師が保護者と園

の保育士から問診をとり， それぞれ何に困って

いるのかを聞き出し，双方から発達のアンケー

トをとります。当日は小児科医と臨床心理士，

保健師が，子どもとその保護者，通っている

保育園・幼稚園の保育士と面談し，診察を行

います。この診察は構造化されていて，多くの

5歳児健診で採用されている鳥取大学の小枝

達也先生の作成されたものを使用しており，

認知・社会性・行動統制の発達が大まかに把

握できます。何等かに未熟性を感じたら， そ

こに重点をおいてADHD､PDDを意識したイ

ンタビューを行います。子どもの発達や情緒の

問題を抱えている保護者は，親子ともに自己

肯定感がもてなくなっている場合が多く，診

察時母親の表情は硬く，不信感さえうかがえ

ます。地域で子どもの健康と発達のための支

援ができることを示してあげると，帰るときに

は母親の表情が和らぐのを感じます。

診察後，全員でカンファレンスを行い， ど

のような支援を行うべきかを話し合います。平

成25年度は， 99人の相談者のうち，助言指導

が9人，発達検査などを行いながらの経過観

察が71人，要療育が19人でした。私たちの助

言に対して保護者の受け入れがなされない場

合， その後の療育や検査に結び付きにくいこ

ともあります。その場合でも一度指摘しておく

と就学後など問題が発生した場合に理解が早

まり，支援が容易になると考えられます。また

保育原| ・幼稚園の先生が|司席することで，園

での具体的な支援方法を皆で確認することが

でき， また園においては他の気になる子どもに

早くから丁寧な指導介入ができる可能性があ

ります。

尾道のように小規模な地域では，保健師の

方々は対象となる子どもの家庭環境をよく把

握されており，個別の柔I|次な対応ができている

と感じます。地域の発達障害児への支援体制

をよく知っておくことは重要で，尾道でも他の

地域と同様に療育機関は定員超過の状態です。

子どもの支援には地域の保育園・幼稚園・保

健センター・療育機関などの連携が必要で，

5歳児相談はその連携の場となっています。

理由は定かではありませんが発達障害が疑

われるこども達は明らかに増えており，今や一

般小児診療の中で重要な分野になっていると

感じる日々です。
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子どものケータイ･スマホ利用の

実態と対策～低年齢化にどう対応するか～
笹川進

五
口上級広島市電子メディア・インストラクター

サイトの中で楽しく遊んでいる分には，そう

トラブルはありませんが，個人情報の公開や写

真・動画などのアップ，不適切・不用意な書

き込みなどでトラブルが発生します。 トラブル

は，被害者になるだけにとどまらず，加害者に

もなります。

知らない人からのメールに返信し，裸の写

真を要求され， それをネタに会うことを強要さ

れ，性犯罪被害に遭い。殺害に至る場合も起

きています。女の子に多いちょっと背伸びをし

てやさしい異性に憧れること等が原因です。

一方，高額なアルバイトなどを求めて，特

殊詐欺(いわゆる「オレオレ詐欺｣)の金の受け

子として犯罪の一翼を担い，加害者として犯

罪加担するケースなどもあります。

ケータイ・スマホの利用のトラブルの顕著な

例として挙げられるのが， 「いじめ」と「依存」

です。

「いじめ」については，従来リアルな場面で

のいじめが， ケータイ・スマホを利用してネッ

ト上で，早く広力;り，加速してゆくことです。

その上，記録に残り，被害者にとってダメー

ジを重くすることです。

「依存」については，ゲームをはじめSNS

でつながることで， ケータイ・スマホにはまっ

てゆきます。とくに， スマホの利用時間は，従

来の携帯電話の倍以上時間をかけている調査

結果が出ています。

子どもたちが集う学校現場では， ネット絡

みのトラブルや「いじめ」や「依存」などの問

最近のケータイ・スマホ(スマートフォン)は

大変な勢いで普及しています。子ども達も同

様で，特にスマホは，学童保育の終わる小学

4年生から増え始め高校生になると約8割位

がスマホを使っています。

スマホは，パソコンを小型にしたもので，電

話やメールができる他にネット(インターネット）

に繋がり， また， アプリ（アプリケーションソ

フトウエア)をダウンロードしてゲームや様々な

サービスを利用できます。

保護者が気付かないで問題と言えるのは，

携帯ゲーム機・携帯音楽プレーヤーなどの

｢隠れネット機器」と言われるものです。いず

れもネットに接続できるからです。

子ども達のネット利用が, SNS(ソーシャル・

ネットワーキング・サービス)や無料の通話・

メールアプリの登場で発信・参加型を前提に

した利用形態になってきていることです。

子ども達は， 「暇をつぶしたい」と思いゲー

ムに興じ，友達の多さを自慢したくて未知の

友達を作ります。異性の興味関心が高くなり

交流サイトに，背伸びして度胸を試したくて

危険サイトに， 自由になるお金が欲しくて無

料から換金できるサイトに， ネットの中でさま

よいます。これらのことができるのがSNSです。

SNSは会員制ですが，審査もなく， 自己紹

介・日記・コメントの書き込みができて， メー

ルアドレスを知らなくても相手とメールができ，

身代わりのアバターでゲームに興じることがで

きます。

〆~ヘ
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題を抱え，家庭学習時間の減少で学力低下な

ど大変な状況になっています。

このようなトラブル等を防止して，賢くケー

タイ・スマホを使いこなすには， フィルタリン

グやセキュリティ設定などの他に， ルールをつ

くり，親子で話し合う関係構築が不可欠です。

ほとんどの子ども達は，賢く使っています。

それは，規範意識によって自制でき，学校の

情報リテラシー・モラル教育により自立できた

使い方ができるからです。

あくまでもコミュニケーションの道具である

ケータイ・スマホを使いこなすには，保護者を

はじめ周りの大人が自から学び， ルールをつく

り， モラルを守り， メディアリテラシーを育成

する必要があります。子ども達は，大人の姿

を見て育って行くのですから。

最後に，低年齢化問題となっているのが，

乳幼児のスマホやタブレットの利用です。 この

ことについては，一昨年， 日本小児科医会か

ら「スマホに子守をさせないで！ 」という啓発

アピールをしていただいているところです。 し

かし乳幼児の保護者達は，高校生から20代で

急速にネットが進展し， その過渡期で人格形

成がなされた不安定な時代を過ごしてきたとい

う世代です。高校生で携帯電話を持ち始め，

社会人になってスマホを駆使する世代です。

未就学児の保護者であるため, PTA等のメン

バーの組織がなく，他の親と意見交換の場も

少ないという孤立した立場にあります。

過度な使用を控えるのが， どの程度なのか

悩んでいるのが実情です。安易に与えたり，

使わせたりするのではなく， そのことについて

保護者が関心をもち， しっかりした親子の触

れあいを大事にしながら，上手に子育てにスマ

ホを利用できるようにすることが求められてい

ます。

「子育てに正解は無い。誰だって悩んでい

る｡」 「今は過渡期。新しい事を取り入れると

きは， 自問自答を大切にしましょう｡」 「悩み

を打ち明け， 共感する場を設けましょう。」

｢子どもと一緒に成長していきましょう｡」 な

ど子育てニューエージにエールを送りましょう。

小学生以上の保護者へは，学校を軸に保護

者啓発が取り組まれています。乳幼児の保護

者には，子育て支援者や医療従事者に行政，

そして私達啓発団体が連携して取り組む必要

があります。

私達広島市電子メディア・インストラクター

は「広島の子ども達が，世界一上手にケータ

イ・スマホを使いこなせる大人になって欲しい！」

と願っています。 「次世代の賢い保護者を育て

る」との想いで啓発活動を続けています。

型込

<プロフィール〉

笹川進吾

（ささがわしんご）

生年月日 1953(S28)年7月31H(現在61歳）

上級広島市電子メディア・インストラクター

広島市電子メディア協議会畠l1会長

ケータイ出前講座実績

（平成21(2009)年7月から）

【広島市ほか福山市，廿日市市，三原市，

安芸高田市，他など】

（年10回以上，対象者：保護者・地域・学

校教職員・小中高生など）

※最近の主な講座等

平成26年3月14日広島市人権啓発リーダー

養成講座(主催：広島市）

平成26年6月17日広島市医師会学校医研

修会

平成26年7月25日冑少年の情報リテラシー

へ
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向上促進セミナー

（主催：総務省中国総合通信局）

平成26年11月5日広島市児童委員研修会

平成26年11月16日広島県小児保健研究会

職 業街や邑(むら)のコーディネーター

仕事内容

ビジネスコーディネーター(障害者作業所・

中小企業のビジネス支援）

Facebook､LINEなどSNS地域活用アドバ

イザー（広島市専門講師）

街づくりアドバイザーとして講演活動

主な講演

『楽しく愉快な防犯活動」講演(広島県福

山市3回，島根県4回）

『IT時代の子育て』講演

平成26(2014)年1月25日広島｢東区青少

年健全育成地域連絡調整会議｣講演

その他の現職

広島市男女共同参画連携推進会議委員他

過去の経歴

郵便局37年間勤務

広島市ICTビジョン検討委員会市民委員

広島市立井口明神小学校PTA会長

広島市PTA協議会役員など

/価､
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叩第67回

広島県小児科医会総会

会長挨拶

食物アレルギー診断の精度向上のための陳情活動と

広島県小児科医会の事務所問題ほか

広島県小児科医会会長桑原正彦

皆さん， こんにちは。第67回総会に，県内

各地から多くの参会者にお集まりいただき，

ありがとうございます。

本日は，笠松淳也広島県保健福祉局長にも

ご来席頂きました。常日頃からお世話になっ

ていますことを感謝申し上げます。

食物アレルギーの管理指導と治療には，正

確な診断が必要です。中途半端な診断で除去

食を続けることは，患児にとって不幸なこと

です。県内における「食物アレルギー負荷試

験」は， これまで，病院小児科と一部の開業

小児科で行われていますが， その数は年間1，

000例以下であり，実際の希望数約2,000例と

比較して，大きくかけ離れています。その理

由は， リスクを伴うこの「食物負荷試験」を

開業小児科で実施することは， かなり難しい

ためです。

そこで，公的病院小児科外来での「負荷試

験」が多くできるような体制づくりをお願い

しました｡ 5月22日には,gll時広島県知事と

林広島県議会議長さんに， その後，平松広島

県医師会長に陳情しました｡ 6月5日には，

松井広島市長と碓井広島市議会議長さんに，

同様の陳情をしました。お蔭様で， その反響

は大きく， かなり県内の「負荷試験」の能力

が拡大しました。一方，私たち会員は，食物

アレルギーの診断をさらに厳しく行い，食物

アレルギーから離脱するための指導をする役

割を負うことになりました。今後，医会のア

レルギー專門委員会を中心に，会員の研修会

を開催いたしますので， よろしくお願いいた

します。

医会の事務所問題は， いまだ解決していま

せん。平松医師会長のご厚意で，従来通り広

島県医師会内に置けることになったのですが，

3医会が共同の事務員を選定中で，環境が難

しく，難渋しています。今後，新田副会長を

委員長に， 「医会事務所問題対策委員会一を

設置して， この問題の早期解決に取り組みま

す。

現在， 日本小児科医会では， 7月14日の盛

岡フォーラムの総会で，役員交代がありまし

た。副会長は私・桑原から，長崎県の柳忠道

先生に交代しました。当R,広島からは，新

田副会長，有廣副会長， 田中副会長が代議員

として参加していただきました。そのほか，

多くの会員がフォーラムに参加しました。

また，委員会委員に，森美喜夫(予防接種

委員会)，杉原雄三(総合小児科医検討委員会)，

兵藤純夫(小児救急医療委員会)に就任してい

ただきました。私・桑原は小児救急委員会委

員で#8000担当と「日本小児科医連盟」の委

へ

へ

ラ



員長を引き受けることになりました。かねて

からの，子どものための日本の基本政策を規

定する「成育基本法」 （案)を，議員立法で早

期に国会を通すための運動を続けています。

会員の皆様には， 「日本小児科医連盟」の会

員になっていただき， この運動を支援してい

本日の総会で提案いたします議題は，各種

役員の任期を日本小児科医会や他の外部委員

会の任期と合わせようとする提案です。慎重

審議をお願いいたします。

本日は，最後に懇親会も用意しています。

最後まで，お付き合いいただきますよう， よ

ただきますようお願いいたします。 ろしくお願いいたします。

/~､

/~､
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PICU・小児医療機関NICU

●招待講演I
超低出生体重児↑

死亡数減少

長期入所↑

PICU未整備

小児医療機関数↓

長期入院で病棟が機能不全小児科開業医
からみた

小児在宅医療

~－'一房
重症心身障害児施設

高齢化(14才未満7％）

待機者3000人

スタッフが少ない

小児在宅医療

図1 小児在宅医療への流れ加速

熊本大学小児発達学臨床教授

おがた小児科・内科医院
環境が求められている。我々小児科診療所も，

社会的ニーズと無関係ではいられないようだ。

緒方健一'ヘ

1 ．小児科診療所

日本小児科学会では，小児医療の3つの柱

として予防医学，疾病医学と並んで障がい児

のケアを調っている。我々は一般診療と乳児

検診や予防接種を行っている。しかし，小児

科診療所にとって小児在宅ケアの必要性を認

知できる機会は少ない。また介護福祉の制度

に馴染みがないので敬遠しがちである。診療

報酬でも訪問診療は，小児科外来診療料（丸

め方式）を選択されていると，患者の求めに

応じて行く往診料は算定できるが，計画して

行う訪問診療の場合は再診料のみになってし

まうこともある。在宅時医学総合管理料と在

宅療養支援診療所の届出をされ正当な対価を

得られることをお勧めしたい。

我々診療所が係わることができる障害児の

他のケアには，医療型短期入所施設(デイケ

ア)がある。障害者自立支援法規則の改正に

より平成24年4月から一般の医療機関でも，

短期入所施設の指定を受けることができる。

対象患児により点数は異なるが，診療所併設

型は届出により医療型デイケアを開設できる。

自治体により，小児在宅医療やデイケアへの

補助が用意されていることもある。

現在の医療的ニーズ

その国の環境衛生の指標である乳児死亡数

は昭和30年は7万人であったが平成22年には

2500人を割った。死因の主であった肺炎，冑

腸炎などの感染症などが減り染色体異常や周

産期の呼吸障害が主となった。NICUなど高

度先進医療の発達により救えない命が救える

ようになった。しかし，人工呼吸管理など特

別な医療的ケアを必要とする児が増えた。最

近の例では,NICU長期療養児が,NICUベッ

ドを占有し緊急搬送受け入れ困難の一因となっ

た。NICUの有効利用のためには，長期療養

児を減らす努力がなされ，人工呼吸器を装着

したまま一般病棟や在宅医療へ移行する患児

が増えた。その結果，一般病棟が機能不全に

陥った。救急施設やPICUも同様な問題を抱

えている。一方，重度心身障害児のケアの中

心的存在であった障害児施設は，制度上の問

題から高齢化と満床という状態からこの問題

に対応できていない。従って，人工呼吸器を

装着したままの児が，在宅医療へ移行する流

れが急速に加速した（図1）。現在，在宅医

療の受け皿を拡げて障がい児を地域で育てる

ﾉヘヘ
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2．小児在宅医療への我々の取りくみ

我々(熊本県小児科医会)は，小児在宅ケア．

人工呼吸研究会を2000年に立ち上げ活動して

きた1)o

きっかけは，大型台風による家屋の浸水や

停電であった。小児在宅患児の特徴は，成人

に比べ医療的ケアを質量ともに多く必要とす

る。 しかし，地域で普通に生活するためには，

医療だけでは支えられない。従って，消防署

救急課や家族の会，訪問看護師，診療所，病

院勤務医，歯科医師，市の医療政策課，理学

療法士で構成されている。年1回の総会と世

話人会と称した勉強会や教育問題などを協議

する場となっている｡ 2013年度より，在宅環

境整備の一環として養護学校への訪問看護師

派遣事業を熊本県と協議し開始した。

諏
季 ‐

二
脂二曲 ■｜■一

Ⅱ

神 変 奇 脳 事 低 脳 周 そ
経性 形 炎 故 酸 性 産 の

． 疾 症 、 後素 麻 期 他
筋 患 候 脳 遣性痒 疾
疾 ・ 群 症症 虚 患
患 代 ・ 後 血

謝 脳 遺 性 胎
異 奇 症 脳 児
常 形 症 感

染

図3在宅人工呼吸器装着患者の

原因となった診断名

も多く，周産期関連は，全体の約2割であっ

た（図3)｡現在当院が関わっている在宅人

工呼吸例が41名(平成24年度)で，在宅移行は

周産期の疾患を原因とする群が急激に増加し

ている。また，居住地は各地域に分散してい

た。平成23年度には，熊本市障害福祉課とア

ンケート調査を行った。対象は，障碍者手帳

1／2級と療育手|帳保持児の447人に行い，

医療的ケアを必要とする127人の生活の場やケ

アの種類，不足しているサービスなどの評価

を行った｡ 18才未満は, 93%が在宅医療を受

けていた。一方， 18才以上は， 50％が在宅医

療を受けていた。年令が増えて医療的ケアが

増加するのに対し，介護者は高齢化し介護力

が低下すると，施設入所が増えてくるようだ。

餌■

3．対象

我々(熊本県小児科医会)は，平成21年度に

熊本県下の医療機関に対して在宅医療に関す

るアンケート調査を行った2)｡患児は238名

で平均年齢11．4歳， 男性122 :女性115(性別

不明1），人工呼吸器を必要とするものが51

名で気管切|刑が77％であった（図2)｡小児

科診療所は人工呼吸器をつけている27人のケ

アに関わっていた。在宅人工呼吸器装着患者

の原因疾患の内訳は，神経・筋疾患がもっと

幻司

4．対策

表1に人工|I乎吸器装着患者を支援している

診療所の患者数について示した。訪問診療の

移動距離はかなり長く時間的にも非効率であ

る。各地に点在する小児科診療所が在宅医療

を行うことが必要と考え「1診療所1在宅患

児」を目標に掲げた。今まで在宅人工呼吸器

装着患者の在宅での主治医を小児科診療所に

3例

／ ノ

■人工呼吸器のみ
8例

(16％)園人工呼吸器十在宅酸素

口人工呼吸器十経管栄養

口人工呼吸器十在宅酸素
十経管栄養

ﾉ

－－〆
、

図2 人工呼吸器装着患者の医療的ケア内容
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在宅人工呼吸器装着患者を
支援している診療所の内訳

表1
そこで，積極的に口腔ケアと呼吸理学療法に

よる燕下性肺炎予防や気道のクリアランスを

行うことが重要と考える3)｡乳幼児にとって

長期的呼吸管理による生活の質の低下が，精

神運動発達へ及ぼす影響は大きい。呼吸状態

が安定すると，睡眠の質が改善されて劇的に

表情が変わることがある。我々は， ’）体位

排疾法2)IPV(末梢から分泌物除去) 3)カ

フアシスト（中枢気道からの排疾)を呼吸リハ

では組み合わせて用いている（図4)。その

他に胸郭可動域の維持と胸郭変形予防の呼吸

理学療法を行なっている。小児科開業医が頻

繁な往診や電話コールにさらされない様に，

誤嚥や感冒時には理学療法士が呼吸リハで対

応している。この訪問呼吸リハの導入により

緊急入院が減少した（図5)。

社会的医療ニーズは， 「命を助ける医療か

ら助けた命のケア」へシフトしつつあるoそ

のために地域の社会資源を活用した循環型医

療システムが求められている4)。地域の医療

資源の有効利用につながるばかりでなく勤務

医への過重な負担軽減になる可能性がある。

一方，在宅移行支援がうまく機能しても教

育．福祉．医療者間での連携と支援が不足し

'~、

以上があれば積極的に在宅医

っていただくことが期待され

5．訪問呼吸リハビリテーション(呼吸リハ）

在宅人工呼吸療法を受けている児の死亡原

因の多くは，下気道感染や窒息である（表2)｡

'へ、

表2死亡例(2001～2007)

SMA1 :青髄性筋萎縮症1型 NPPV:非侵襲的人工呼吸

9

施設 所在 医療形態 患者数

A 熊本市 開業医 10

B 本市 開業医 4

C 本市 在宅支援診療所 4

， 熊本市 開業医 2

E 熊本市 開業医 2

F 熊本市 開業医 1

G 熊本市 開業医 1

H 本市 開業医 1

年齢(才） 疾 患 人工呼吸法 場所 原 因

4 SMA1 気管切開 病院 呼吸状態悪化し自家用車で、入院先へ移動中急変

4 SMA1 気管切開 自宅 肺炎治癒後に気道分泌物による窒息

31 SMA1 夜間NPPV 病院 肺炎で入院中気道分泌物による窒息

18
ハンター病

気管軟化症
気管切開 病院 徐々に悪化

20

福山型

筋ジストロフィ一

拡張型心筋症

NPPV 病院 心不全悪化

2 溺水後 気管切開 病院 徐々に悪化

1
拡張型

心筋症
気管切開 病院 心不全悪化
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胸郭外陰式人工呼吸器

呼吸理学療法で使用される機器

緒方健一，上原恵里奈谷川章太郎

小児看護34(5) ： 569-574, 2011

図4

重症心身障害児における呼吸障害と合併症

へ

2005.4.～20061Q(18M) 14名中 2006.11～2008.4. (18M) 25名中

訪問リハビリによる緊急入院数の減少

緒方健一，後藤善隆杉野茂人，北野昭人：総説小児の長期人工呼吸支援ネットワーク

日本小児呼吸器疾患学会雑誌, 20(1), 2009

図'5
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護師，理学療法士，訪問介護員の標準的支

援技術の確立とその育成プログラムの作成

のための研究

ている。従って，障害児を在宅で介護する家

族に過重な負担がかかっている。医療だけで

は支えられないのは明らかで，福祉や教育も

含めた他職種連携が最も重要である。しかし，

他職種についての知識が互いに不足している。

今後，各自治体が障害者総合支援法に基づき

設置する協議会の部会が相互理解の場として

利用できそうだ。

ケアマネージャーが存在しない小児在宅医

療は，相談員制度が始まった。未だ未成熟で，

地域がわかる我々小児科開業医のサポートを

必要としている。その際に高齢者に対する視

点と大きく違うのは， 「如何に看取るか」で

はなくて「如何に育てるか」である。診療所

の小児科医師の役割は，高度先進医療の場で

あるNICU/PICUのベッドの回転率を上げる

ためだけではない。最も重要なことは，在宅

医療へ移行した児の成長発達をサポートする

ことである。在宅医療には，物言えぬ児のア

ドポケーターである小児科医の存在が，欠か

せないと考える。
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●招待講演Ⅱ 在宅療養指導管理料は， 「身体の代謝上の

障害がある場合に， その代謝機能を代替また

は補完する療養」の管理料であり，在宅酸素

療法，在宅人工呼吸，在宅中心静脈栄養法，

在宅成分栄養経管栄養法指導管理料等がある

(図2)｡月に1回のみ算定できる。主に病院

が算定している｡

図2在宅療養指導管理料例

小児在宅医療を

取り巻く諸問題

大阪小児科医会プライマリ・ケア部会

在宅小児医療委員会

医療生協かわち野生協こども診療所

(1)在宅人工呼吸指導管理料 2,800点

人工呼吸器加算

気管切開口を介した陽圧人工呼吸器7,480点

(5)在宅小児経管栄養法指導管理料 1,050点

15歳未満の場合， もしくは…。栄養剤の種類

は問わない。一般的な乳児用ミルクや母乳で

も算定可能。

(8)在宅寝たきり患者処置指導管理料 1,050点

寝たきりまたは寝たきりに準じる者に対して，

気管切開カニューレ交換,軟膏処置,皇腔栄養，

喀疾吸引等の指導管理を行った場合に算定で

きる。在宅時医学総合管理料との併算不可。

春本常雄

/~ヘ

まず，小児在宅医療の診療報酬について，

大阪小児科医会が今年6月発行したばかりの

｢小児在宅医療診療報酬の手引き第3版」

の内容を紹介する形で説明する。

在宅医療診療報酬の基礎知識

在宅患者訪問診療料は， 「医師が計画的，

定期的に患家に赴いて診療した場合に算定す

る」もので，訪問毎に833点十（6歳未満400

点）算定する。在宅患者訪問診療料は，往診

料との対比（図1）で考えると理解しやすい。

図1 往診料と在宅患者訪問診療料の比較

在宅時医学総合管理料は，届出が必要な在

宅の管理料であり，届出医療機関にて，医師

が在宅療養計画に基づき月2回以上の訪問診

療を行った場合に， 月1回に限り算定できる

(3,150点(処方菱交付)3,450点(非交付))。

/へ、平成26年度改定に際しての小児在宅医療にお

ける主な変更点

1．在宅療養指導管理料の算定患者(他医含

む)を小児科外来診療料の算定対象から除外

平成26年度診療報酬改定では，小児科外来

診療料を届出している医療機関であっても，

患児が他の保険医療機関(病院など)で在宅療

養指導管理料を算定している場合には小児科

外来診療料から除外され，在宅医療関係の診

療報酬を算定でき，かつ，出来高払いで算定

できるように変更された。これは多くの地域

12

往診料
在宅患者

訪問診療料

実 施
患者の求めに応じ

て実施

計画的医学管理の

もと定期的に訪問

算定回数
そのつど（1日に

2回以上算定可）

1日につき（原則

として週3回が限

度）

診療料等

の同時

算 定

診療料（初診料，

再診料，小児科外

来診療料)，外来

管理加算は別に

算定可

再診料，小児科外

来診療料，外来管

理加算，往診料は

包括されているた

め算定不可

汽 数′、，、 720点

同一建物居住者以

外833点十（6歳

未満400点）

緊 急

加算等

緊急加算夜間加

算，深夜加算あり
なし



4．在宅患者訪問診療料の改定（図5）

図5在宅患者訪問診療料の改定

の小児科診療所が在宅医療に踏み出しやすく

なったという点で，画期的なことである（図

3)｡

図3在宅療養指導管理料の算定患者（他
医含む）を小児科外来診療料の算定対
象から除外

第2章第,部医学管理等小児科外来診療料通知

(2)小児科外来診療料は，小児科を標袴する保険

医療機関において算定する。ただし，第2部

第2節第1款の各区分に掲げる在宅療養指導

管理料を算定している患者（他の保険医療機

5．強化型在宅療養支援診療所・在宅療養支

援病院の施設基準の引き上げ

改定前の「(合計)過去1年間の看取り実續

が2件以上，緊急往診実績が5件以上（各医

療機関の個別の実績を問わない)」から，改

訂後の「(合計)過去1年間の看取り実績が4

件以上，緊急往診実績が10件以上かつ，連携

する全ての医療機関が最低，看取り2件，緊

急往診4件」と，連携医療機関のそれぞれに

も在宅看取りの実績が必要となった。

このように，強化型の条件は，在宅看取り

の実績をもって「十分な在宅医療の実績を有

する」と評価されるシステムとなっている。

これは高齢者や悪性腫瘍ターミナル患者など

の看取りを想定した評価システムであり，長

期フォローアップが主な小児科では，在宅で

看取りまで行うケースは極めてまれと言え，

いくら重症例に対応しても評価されないこと

になる。小児に関しては，実情に即した評価

システムが必要と考えられる。例えば，訪問

患者数の半数以上が小児(18歳未満)の医療機

関においては，在宅看取りに換えて，在宅人

工呼吸器症例への対応数でも条件を満たす，

などの措置が今後執られることを期待したい。

その他，以下6～10に掲げる変更点があっ

た。

6．在宅療養実績加算が新設（やはり在宅看

取り要件あり）

関で算定している患者を含む｡）及びパリビ

ズマブを投与している患者(投与当日に限る｡）

については，小児科外来診療料の算定対象と

はならない。

'へ、

2．人工呼吸器装着児にかぎり在宅療養指導

管理料の2か所算定可

人工呼吸器を装着している小児等の在宅療

養で算定する在宅療養指導管理料について，

在宅療養を担う医療機関と在宅療養後方支援

病院で異なる管理を行う場合， それぞれで算

定可能となった。今までは，一医療機関(多

くは病院側)だけしか算定できないというこ

とになっていた。

3．在宅時医学総合管理料の大幅引き上げ

（図4）

図4在宅時医学総合管理料の大幅引き上げ

第2章第2部第1節在宅時医学総合管理料
（月1回）

/へ、

イ保険薬局において調剤を受けるために処方

せんを交付する場合

（1）同一建物居住者以外の場合 3,150点

（註：従来の2,200点から＋950点）

(2)同一建物居住者の場合 760点

口処方せんを交付しない場合

（1）同一建物居住者以外の場合 3,450点

（註：従来の2,500点から+950点）

1,060点(2)同一建物居住者の場合
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図6 小児在宅医療の診療報酬算定方法(概略)フローチャート

’ 小児科外来診療料届出の有無

ザ 有り

；

「
3歳未満 3歳以上

ザ
在宅療養指導管理料

算定唾言動の有無
｜ ｜ ザ有り

在宅療養指導管理料

算定唾言動の有無
療養指導管理料

面屋宅百TDの有無

II有り
在宅時医学総合管理料届出の有無

亘亙 ， "…雪‐
ザ有り

l-
し

タヒ

在宅患者訪問診療料なと
＋

出来高払い

（往診時のみ） 往診料

在宅患者訪問診療料なと
＋

出来高払い

（往診時のみ） 往診料’
小児外来診療料

(往診時のみ） 往診料

7．往診料の夜間加算の時間帯の延長

8．在宅療養後方支援病院が新設

9．在宅における薬剤や特定保険医療材料等

の供給体制の整備

10．介護職員等喀疾吸引等指示の対象者の拡

大

これらの変更点を踏まえた「小児在宅医療

の診療報酬算定方法(概略)フローチャート」

を図6に示す。

2）必ず，届出して，在宅時医学総合管理料

を算定しよう

平成26年度診療報酬‘|改定にて小児科外来診

療料の通知変更「在宅療養指導管理料を算定

している患者（他の保険医療機関で算定して

いる患者を含む）については，小児科外来診

療料の算定対象とならない」によって，医療

的ケアを受けている児（在宅療養指導管理料

算定児）では， 当該管理料がほとんどすべて

の小児科医で算定可能となり，ぜひ，届出し

て算定を（図8)。

図8 必ず，届出して，在宅時医学

総合管理料を算定しよう

一､

小児在宅医療診療報酬を上手に算定するポイ

ント

1）退院前カンファレンスも忘れずに算定を

（図7）

図7 退院前カンファレンスも忘れずに算定を

処方せんを交付しない場合 3,450点

処方せんを交付する場合 3,150点

届出は比較的簡易です。

在宅時医学総合管理料算定時は条件を満たして

いれば加算点数をコマメに算定を。

在宅移行早期加算 100点

壼庁者加算 1,000点

退院時共同指導料1 （在宅側が算定） 600点

（ただし、在宅療養支援診療所 1,000点）

特別管理指導加算200点

（別表第八の状態を有する者）

退院時共同指導料2（病院側が算定) 300点

医師加算300点 3者加算2,000点
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診療所(強化型以外)を届出して， より高い点

数の在宅時医学総合管理料の算定を（処方菱

交付の場合4,200点，非交付の場合4,500点)。

在宅療養支援診療所の届出も以前に比べ簡

易になっている。在宅がん医療総合診療料と

併せての届出となり戸惑いがあるかもしれな

いが，小児科医でももちろん算定可能。

5）小児科外来診療料対象患者でも患家の求

めに応じての訪問診療なら往診料の算定を

6）往診，訪問診療での交通費は実費で請求

でき，可能なら請求を

以上が，小児在宅医療の診療報酬|について

の説明である。

3）在宅療養指導管理料が算定できる症例な

ら，診療所でも算定を

平成26年度診療報酬改定により，人工呼吸

器を装着している小児患者等に対して「在宅

療養後方支援病院」と「在宅療養後方支援病

院と連携する他の医療機関」がそれぞれ異な

る在宅療養指導管理を行った場合（例えば在

宅人工呼吸指導管理と在宅小児経管栄養法指

導管理)， それぞれの医療機関において在宅

療養指導管理料が算定可能となった。在宅時

医学総合管理料と併算定でき， この診療報酬

も積極的に算定を。ただし，在宅寝たきり患

者処置指導管理料は在宅時医学総合管理料と

は併算定できないので注意を。

在宅時医学総合管理料を届出していない場

合で，患児が寝たきりまたは寝たきりに準じ

る状態で，創傷処置，気管切開カニューレ交

換，軟膏処置，留置カテーテル設置，膀胱洗

浄，導尿，鼻腔栄養， ストーマ処置，喀疾吸

引等の指導管理を行っていれば，在宅寝たき

り患者処置指導管理料(1,050点)の算定を。

また，在宅時医学総合管理料を算定してい

る児でも， たまたま月2回の訪問診療を行え

ず在宅時医学総合管理料が算定できない月は，

患児が寝たきりまたは寝たきりに準じる状態

で，上記指導管理を行っていれば，在宅寝た

きり患者処置指導管理料(1,050点)の算定を。

4）さらに，在宅療養支援診療所を届出して，

より高い点数の在宅時医学総合管理料の算

定を

在宅時医学総合管理料を届出していて，患

児宅に携帯電話番号等の24時間対応連絡先を

教え，訪問看護ステーション（24時間対応体

制加算届出ステーション)，病院と連携して

24時間体制をとっているなら，在宅療養支援

/へ、

大阪小児科医会在宅小児医療委員会の活動

在宅小児医療委員会は, 2011年2月，大阪

小児科医会プライマリ ・ケア部会病診連携委

員会の下に，在宅小児医療実践小委員会とし

て発足した。その後2013年7月，委員会に格

上げされ，在宅小児医療委員会となった。メ

ンバーは,NICUを有する病院，小児科開業

医，療育施設の医師らで，委員会は3か月に

1回程度開催し， ほぼ毎回学習会を実施して

きたのが特徴である。さらに，学習会の内容

を大阪小児科医会会報に掲載してきた。主な

取り組みの経過は，図9のとおりである。

小児在宅医療に対する私達の考えとして，

｢地域の普通の小児科医師が病院主治医らと

の役割分担と連携の中で在宅に1～2例でも

関わることで在宅療養児の生活の質が高まる

こと， その地域のかかりつけ医の絶対数を増

やすことで小児在宅医療を全体として活発化

させうるのでは？」という主張を固めてきた。

在宅委員会発足後の最初の活動である，在

宅小児医療実態・意識アンケート調査結果を

〆愈
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図9主な取り組みの経過 図10小児在宅医療を進めるために

2011年

2月在宅小児医療実践小委員会発足

5月在宅小児医療実態･意識アンケート調査実施

2012年

1月「診療報酬の手引き第1版」発行

4月平成24年改定を受け， 「同補遺版」発行

6月在宅2次アンケート(記名式)の実施

2013年

2月在宅小児かかりつけ医紹介事業試運用開始

府医「小児の在宅医療研修会」 （手技の研

修)の実施

6月 「手引き第2版十会報在宅シリーズ総集

編」発行

総会フォーラムで在宅ミニシンポジウム

を運営

7月委員会に格上げされ,在宅小児医療委員会に

10月訪問看護ST協議会との情報交換会発足

12月障害児問題検討委員会と合同カンファレンス

2014年

1月第2回在宅小児医療･看護連携懇談会開催

6月平成26年度改定を踏まえ,「手引き第3版」

発行

第3回在宅小児医療･看謹連携懇談会開催

I.病診連携

①夜間休日や増悪時の病院側の受入確約

②事前に，病診の役割分担を確認

分担・連携により「24時間365日診療しなくて

よい」という発想の転換

Ⅱ、専門的処置

①病院側の「標準化」

②研修＝実技講習会の開催と参加

Ⅲ、診療報酬｜

①普及活動＝学習会開催や「手引き」作成

②小児在宅医療が拡がる診療報酬の構築

Ⅳ、依頼システム＝在宅小児かかりつけ医紹介

事業開始

①担える医療範囲を明確にして登録

②様々な連携パターンがあってよい

V・その他レスパイト，急性疾患時の地域病

院との連携

/へ、

師会の主催で行った。「気管カニューレ挿入」

｢胄瘻管理」「レスピレーター実習」について，

耳鼻科・小児外科ら豪華な顔ぶれの講師陣の

もと，少人数のグループで実習を行った。

在宅小児かかりつけ医紹介事業は， まず地

域の医師に登録してもらい，病院側から依頼

があれば条件に合った近隣の登録医を紹介す

る事業であり，現在，大阪小児科医会会員内

で試運用されている。担える医療範囲を明確

にするという点が特徴である。

以上が，大阪小児科医会在宅小児医療委員

会の活動のご紹介である。

簡単に説明する。夜間休日増悪時の病院側の

受け入れが鍵を握る， とりわけベテラン開業

医にとって専門的処置が在宅受け入れの障害

になっている，在宅を拡げるために診療報酬

の知識の普及が求められる，現時点では地域

のかかりつけ医への依頼システムカミ確立され

ているとは言い難い， などである。

これらを踏まえて，小児在宅医療を進める

ために行うべきことは, I.病診連携(分担・

連携により「24時間365日診療しなくてよい」

という発想の転換)， Ⅱ､専門的処置の研修，

Ⅲ､診療報酬'の普及，Ⅳ､依頼システム(在宅

小児かかりつけ医紹介事業)の確立, V･その

他（レスパイト，急性疾患時の地域病院との

連携)であり， それぞれについて具体化して

きた（図10)｡

専門的処置の研修(実技講習会)は大阪府医

/~、

小児在宅医療の将来展望

小児在宅医療のキーワードは「役割分担と

連携」であり，病院主治医(専門医)と在宅小

児かかりつけ医の「役割分担と連携」（図11）

に加え， さまざまな「役割分担と連携」 （図

12）を行うことで，小児の在宅医療・療育の

質が高まると考えている。

最後に，昨年6月大阪で行った日本小児科
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図12 さまざまな役割分担と連携図11 病院主治医と在宅小児かかりつけ医

の役割分担
･医師間

・病院主治医一在宅小児かかりつけ医

專門医療と保健予防活動

増悪時の初期対応と入院受け入れ確約

夜間休日増悪時は病院を受診（かかりつけ

医の負担軽減）

・在宅ベテラン医師一在宅初体験医師「ふた

りで在宅」

時間的に余裕，精神的に楽，診療報酬|算定

などノウハウを教示

紹介事業では，退院前カンファに在宅委員

会医師が参加して助言

・在宅療養支援診療所や他科医師一小児科医師

在宅や手技に慣れた医師

予防接種，発達健診に慣れた医師

・ トランジション(成人移行)例における役割分

担と連携く私案＞

小児特有の疾患の專門的医療を行う医師

成人期に問題となる動脈硬化性病変・悪性

腫瘍など'に慣れた医師

･訪問看護ステーション(訪看ST)との連携

訪看ST看護師のちょっとした相談にかかり

つけ医が答える（応える）

24時間対応訪看STとの連携により，医師の

負担も軽減

退院前カンファで24時間対応訪看STの利用

を確認

小児の在宅医療・看護連携懇談会発足（訪看

ST協議会十在宅委員会）

･行政・保健所・保健センターとの連携

小児特定疾患・障害者総合支援法など公的制

度紹介ケアマネ的役割？

･保育園・学校との連携

実際に足を運んで情報交換し依頼を受けて

医師としての役割を果たす

・レスパイト(ショートステイ)できる療育施設・

病院との連携

家族(母親)の休息兄弟姉妹の要求に応える，

下の子を産む、 ・ ・ ・

･肺炎など急性疾患に対応する地域病院との連携

遠方の主治医の病院ではなく，身近な地域の

病院で入院加療する。

･その他

/‘へ、

医会総会フォーラム在宅ミニシンポジウムの

抄録を引用して結びとしたい。

在宅小児医療の特徴は，高齢者の在宅医療

が多くは人生の終着駅であるのに対し，小児

にとって在宅移行はその児の本格的な人生の

始まりであるという点です。家庭保育園

学校，地域の中で成長・発達していく， その

ことの喜びを本人や家族，関わるすべての人

たちで共有していく， そんな前向きのもので

はないでしょうか。 しかしながら，多くの在

宅小児医療は母親はじめ家族の献身的な努力，

大きな負担に支えられているのが現状です。

在宅移行が進んでも家族の負担が大き過ぎれ

ば苦悩だけがのしかかります。病院や施設で

なく， 自宅に帰るのを選んでよかったと思え

るような在宅生活であって欲しい。そのため

に，受けⅢである地域でいかに医療・福祉・

教育のネットワークを構築し，充実したサポー

トを継続していくか。地域小児科医師もその

歯車の一つとして本人や家族の幸せに貢献で

きるのではないでしょうか。

'劇一へ
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●教育講演 度で，死亡率の推移と一致しており，重症児

の入院が多い年ほど在宅医療を必要とする児

が多い傾向があった。

Ⅱ．在宅医療を要した基礎疾患（図2）， （表

1 ）, （表2), （表3）

在宅医療の原因となった基礎疾患別に検討

を行った。先天異常(含染色体異常)が50人と

最も多く，次いで小児外科疾患23人，新生児

仮死，慢性肺疾患，声門下狭窄， 中枢神経系

疾患の順であった。

中枢神経系疾患

NICU退院児のi■

在宅医療
一現状と今後の課題一I

広島市立広島市民病院 ､

総合周産期母子医療センター ；

新生児科

林谷道子 へ

コー 皇＝謡割､ & 口 且曹澄 .＝ てゴ ,〆~ 子 v q.

慢

はじめに

在宅医療には病院で入院生活を余儀なくさ

れた子どもたちが，両親や同胞と自宅で暮せ，

両親は子どもへの愛情と成長を実感できると

いうメリットがある。 しかし，現在の小児在

宅医療を支える基盤は非常に脆弱で，家族に

大きな負担を強いてかろうじて成り立ってい

るのが現状である。 2000年～2012年の当院

NICU生存退院児5,659人のうち在宅医療を

要した109人(1.9％）に必要であった213件の

在宅医療を分析し， その現状と支援における

今後の課題について検討を行った。

染色体異常を

含む先天奇形
50人

新

図2在宅医療の基礎疾患

①先天異常は表1に示す種々の疾患が含まれ

ていた。

表1 先天異常・染色体異常(50人）

PierreRobin症候群

CHARGE連合

Wiedemann-Beckwith症候群

Prader-willi症候群

筋緊張性ジストロフィー

Cornel iadeLange

Potter症候群

TreacherCol l ins症候群

Goldenhar症候群

VACTER連合

Paternal UPD

口唇口蓋裂

骨系統疾患

その他の奇形症候群

18トリソミー

13トリソミー

21トリソミー

その他の染色体異常

人
人
人
人
人
人
人
人
人
人
人
人
人
人
人
人
人
人

６
５
２
２
２
１
２
１
１
１
１
１
１
８
４
３
２
７

二両

NICU退院児の在宅医療の現状

I .在宅医療を必要とする児の年度推移（図

1）

在宅医療を必要とする児は年間5～11人程

数
Ｊ
伯
８
６
４
２

院
人

入
く

410438475454465469482492433446420396410
一－

タヒL

（％

2．0

率

Q

1 .0

〉
４

在胎28週6日～43週1日（中央値38週4日）

出体重1,242～3,5229 (中央値2,4029)

2000 01 02 C3 04 05 06 07 08 09 10 11 2012(年）

図1 在宅医療の年度別推移
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中央値7169で，全例気管切開を行った。

⑥中枢神経系疾患8人は表3に示す先天性の

脳奇形やサイトメガロウイルス胎内感染，

周産期の脳障害が原因となった。

Ⅲ．在宅医療の内容と件数（図3）

213件の在宅医療の内容では経管栄養が69

件で最も多く，次いで，在宅酸素48件， 口腔

内吸引36件の順であった。 この期間中に在宅

で呼吸管理を行ったのはヒルシュスプルング

病に合併した先天性中枢性肺胞低換気症候群

の児のみであった。

在宅中心静脈栄養

②小児外科疾患は鎖肛が9人と最多で，表2

に示す疾患で在宅医療が必要であった。

③新生児仮死10人は母体搬送後に緊急帝王切

開となった1人を除き， 9人は院外出生児

で， 中等度以上の仮死の児であった。脳低

温療法を導入した2006年以降の5人で脳低

温療法を施行した。

④慢性肺疾患10人は超低出生体重児9人を含

む1,5009未満の児で， 在胎の中央値は25

週6日， 出生体重は中央値6169であった。

分類ではI型1人， Ⅱ型3人， Ⅲ型6人で，

全例在宅酸素療法が必要であった。

⑤声門下狭窄は，長期気管挿管に伴う後天性

声門下狭窄が7人，成熟児の先天性声門下

狭窄が1人であった。後天性声門下狭窄は，

超低出生体重児5人，極低出生体重児2人

で，在胎の中央値は27週4日， 出生体重は

へ

養

表2 小児外科疾患（23人） 図3 在宅医療の内容と件数

鎖肛

総排泄腔遣残

先天性巨大結腸症

壊死性腸炎

水腎症

横隔膜ヘルニア

咽頭襄胞

食道閉鎖

小腸閉鎖

人
人
人
人
人
人
人
人
人

９
３
３
２
２
１
１
１
１

Ⅳ、基礎疾患別の件数と医療内容（図4）

在宅医療の内容が1件のみであったのは59

人(54％）と約半数で， 2件20人(18％)， 3

件15人(14％)， 4件以上15人(14％)であっ

た。小児外科疾患ではストマケアや間歌導尿，

慢性肺疾患では在宅酸素など1件のみのケア

が約80%以上を占めていたが，他の疾患では

2件以上の在宅ケアが必要な児が多く見られ

へ

在胎23週5日～41週0日 （中央値37週6日）

出体重500～3,9109 (中央値2,8389)

表3 中枢神経系の異常（8人）

■■■■ I中枢神経系疾患

声門下狭窄

慢性肺疾患

新生児仮死

小児外科疾患

先天奇形(含染色体異常）

Arnold-Chiari奇形Ⅱ型

脳形成不全

脳幹部脳動静脈奇形

脳梗塞

脳室周囲白質軟化

脳室内出血

CMV胎内感染

人
人
人
人
人
人
人

２
１
１
１
１
１
１

｜ ， ’
■
■窺剥

。 ’ ・
・
■｢

20 40 60 80 100

（％）
に．1件に．2件■■3件■■4件以上

基礎疾患別の医療件数

在胎22週0日～38週5日 （中央値31週5日）

出体重522～3,1089 (中央値2,2029) 図'4
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た。特に声門下狭窄の児では気管切開，吸引，

口腔内吸引といった3件以上のケアが同時に

必要で，在宅での呼吸に関する複数のケアは

家族にとって常に緊張を強いられるケアであ

ると言える。

V.退院日齢退院経路，在宅医療に対する

支援

退院日齢は小児外外科疾患で最も早く中央

値は日齢28であったが，先天奇形は日齢88,

新生児仮死は日齢93,慢性肺疾患は日齢216,

声門下狭窄日齢は303, 中枢神経系疾患は日

齢161と声門下狭窄で最も長かった。NICU

からの直接退院は12人と少なく，大半が母子

入院（79人)や小児科の慢|生管理室を経由(18

人)して退院となった｡ 103人は自宅に退院し

たが， 5人は居住地近くの病院に転院， また，

呼吸管理の継続が必要と考えられた重症新生

児仮死の1人は施設に入所となった。退院に

あたって医療ソーシャルワーカーが51人(40

％)に関与し，保健師による退院後家庭訪問

が71人（56％)，在宅への訪問看護が40人(32

％)で行われた。また，在宅に必要な器材手

配のために，在宅支援室が76人(60%)と関与

を持った。一方，退院時に家族や児のための

ショートステイやデイケアといったレスパイ

ト先を確保できた例はほとんどなく，特に気

管切開や頻回の吸引などが必要な児はレスパ

イト先がないまま，在宅医療が開始されてい

るのが現状であった。

人中42人から回答(70％)を得た。

①在宅で主にケアを行っているのは母親で，

在宅移行にあたって，退院後の支援体制や

家族の医療ケアの習熟に問題があったと約

半数が回答した（図5） 。

主にケアを行っている人

母親41人、父親1人 協力者がないと答えたのは7人

働いていた母親19人のうちケアのために13人が仕事を辞めた

８
３

》
恥
８
％
》
》

織臆

》

》

湾

Ｊ
咄
卜
呼

罪

鴎

計
』篭蕊

一

再

四

汁

侭
緊急時や受診体制の準備

家族の医療ケアの習熟

必要物品や手当などの確保

退院後の支援体制

57％

3％

恥鶴蕊曾灘蝉鍵,戦藩撚鴬83家族の受け入れ体制 3％

99．5％
幻里

購灘灘鵜譲鱸灘蕊識灘鯛児が在宅医療に耐えうる状態

図5 アンケート結果
一在宅移行に必要な条件一

②80%の母親が在宅医療への不安を持ち, 60

％が大変さを実感していた（図6)｡

不安（約80％）
なかった

↓
》
と
い

ま
ら
な

あ
ち
え

と
い

~～

てもあった

13人

JJmL
大変さ（約60%) 声司

ﾂ>〈
/／

ても大変

11人妹
1
’

－－~~－－－－－－J

/
／

_熟

そうで

医学的リスクを持ち在宅医療へ移行した家族

へのアンケート

2000年からの8年間に在宅医療が必要であっ

た64人の御両親に在宅医療の現状についてア

ンケート調査を行い住所不明の4人を除く60

いえない 13人

図6 アンケート結果一在宅移行の思い－

3在宅医療は家族一緒に暮らせることが最大

のメリットであるものの，最大のデメリッ
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在宅医療の問題点と取りうる対策，課題

在宅医療の大半を担うのは母親で， 24時間

365日休む休養する暇もなく，高度な医療ケ

アが連続していく。精神的なつらさを共有し

てくれる人も少なく，母親のレスパイトとし

てのショートステイやデイケアは非常に不足

している。平成26年4月現在，広島市内には

ショートステイが可能な35の事業所があるも

のの，医療的ケアが必要な障害児・者の受け

入れ可能なのは2か所のみで定員16人しかな

い。また障害福祉サービス事業所や障害者支

援施設などでの日中一時支援サービス（デイ

ケア)についても，医療的ケアが必要な重症

児の受け入れは現実的に困難である。

在宅医療を続けていくためにはレスパイト

支援は不可欠である。呼吸管理，頻回の口腔

内や気管内吸引などの目の離せないケアは既

存の施設では難しく，急変などの処置には基

幹病院との連携が不可欠である。最も必要で

ある超重症児にショートステイの選択肢がな

い現状では在宅医療は成り立たない。大阪で

は2013年からショートステイ連絡協議会を設

置し，超重症児の福祉サービスとして病院で

の短期入所事業を開始している。現在取りう

る対策としては病院にレスパイトベッドを確

保し，超重症児のショートステイを行うこと

が現実的である。また，かかりつけの医師に

よる往診・訪問診療は母親の負担軽減に役立

つ。医療保険から訪問看護を受ける小児は年々

増加しており，訪問看護師による在宅支援は

今後進めるべき方策として重要である。母親

のレスパイト，母親の安心は子どもに対する

優しさや母親自身の心の安定につながってい

く。母親を孤立させない，母親だけを頑張ら

せない対策が求められる。

卜はケアしている人の過重な負担と答え，

約3割の母親は子どもにつらく当りそうに

なるとの回答がみられた（表4，5)。

表4 アンケート結果一在宅移行のメリットー

複数回答（％）

家族で一緒に暮らせる 42(100)

子どもに愛情がそそげる 33（78.6）

子どもの成長が感じられる 28（66.7）

病院への往復がなく楽になった 27 （64.3）

家族の結束が強くなった 20 (50.0)

子と'もの反応が良くなった 20 (50.0)

同胞に良い影響があった 16 （38.1）

同じ病気の親と知り合えた 16 （38.1）
'~､

表5 アンケート結果一在宅移行のデメリットー

複数回答（％）

自分の時間なく体力的，精神的に負担 22(52.4）

必要な物品や制度がわからない 15(35.7）

ケアがつらく子どもにつらく当りそうになる14(33.3）

支援を受ける手続きが大変 14(33.3）

家族の行事に差支える 11(26.2）

同胞に悪い影響がある 11(26.2）

家族がばらばらになってしまう 3(7.1）

④家族が希望する在宅支援としては， 1番目

は24時間対応できる入院可能な救急医療体

制， 2番目にレスパイト支援， 3番目は医

療器械購入時の公的な補助であった（表6)。

表6 アンケート結果一希望する支援一
'へ、
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－－－－－－－－－－－ 1番 2番 3番 計

24時間対応できる入院可能な病院

ショートステイやデイケア

医療器械購入時の公的な補助

公的補助や機器購入の専門的アドバイス

手帳の申請が速やかにできる

同じ境遇のお母さんとの交流

退院した病院からの定期的な訪問看護

訪問看護やリハビリ，ヘルパーなどの充実

近所のかかりつけ医師の往診

25
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最後に

在宅医療は「地域医療の枠組みの中で， 自

宅で適切な医療提供を受けながら，可能な限

り患者の精神的・肉体的自立を支援し，患者

とその家族のQ○Lの向上を図ること」とさ

れている。国はNICUなどの病床数不足の

解消や医療費抑制のための方策として，長期

入院児の療育施設への転院や自宅への退院を

推進してきた。2010年度には地域療育支援施

設運営事業や日中一時支援事業，地域療育支

援施設設備整備事業が新設されたが，満足の

いくものではなく，実際には退院していく子

どもたちとその家族は行き場を失っている。

1989年に国連総会で採択された『子どもの権

利条約」は，すべての子どもに人権を保障す

る法的拘束力を持った初めての国際条約であ

る。この中で，障害を有する児童は特別の養

護についての権利を有すると調われている。

子どもは守られるべき存在であり，私たち小

児科医はすべての母親がこの子を産んでよかっ

たと思えるよう援助していく責任がある。障

害を持っている子のお母さんたちが望んでい

ることは一緒に少しの荷物を背負って歩いて

ほしいという， ごく当たり前のささやかな願 /へ､

いである。

/~、
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2012年4月より当院周産期医療センターが

本格的な運用を開始し， その年の10月には地

域周産期母子医療センターとして承認され，

当地域の念願であった周産期医療の空白域の

解消が達成されました。

●会員演題

東広島医療

センター周産期

センターの現状
～開設から2年を

経過して～

【当院周産期センターの概要】

新生児集中治療室(neonatal intensive

careunit:NICU)は現在6床あり，発育観

察室(growingcareunit:GCU)は9床あ

ります。スタッフの数は，小児科医師6名，

産婦人科医師3名，看護師・助産師は53名，

うち17名がNICU専属です。運用開始当初は，

NICU経験のない， あるいは新生児を扱った

ことのない看護師がほとんどでしたｶﾐ， 2年

間で看護師を含めた全スタッフが，様々な経

験を積んできました。開設当初は新人であっ

たスタッフが，現在では新人の指導を行うま

で成長し，周産期センターとして現在も日々

成長を遂げているところです。

当センターが保有する主な医療機器は，呼

吸器としてベビーログが2台，経鼻的持続陽

圧呼吸(nasalcontinuouspositiveairway

pressure:N-CPAP)が3台あります。また

黄疸の治療のための光線ユニットや， ビリベッ

ドもあります。

NICUでは各クベースに電子カルテ端末，

手袋などを乗せたワゴンを配置し， スタッフ

による水平感染防止に努めています。GCU

はスタッフ確保の問題などから，本格的な運

用には至っていませんが,NICU満床時には，

比較的軽症な児を管理しています。

綴へ、

東広島医療センター小児科

岡田泰之・松本惇子

浜本佳子・小野大地

上野哲史・下田浩子

【はじめに】

当院周産期医療センターは2012年4月から

本格的な運用を開始しました。これまでの2

年間を振り返り，当センターの現状と，今後

の課題を報告します。

【当院の概要】

当院は東広島市にあり，周囲を山や池に囲

まれた， 自然の豊かな場所にあります。病床

数は401床で，医師数は74名，標傍診療科数

は24科あります。当院には以前より婦人科は

ありましたが，分娩を扱っておらず，周産期

センター開設とともに産科ができ，分娩を扱

うようになりました。

当院は東広島市，竹原市，大崎上島町から

なる，広島中央医療圏に所属します。

この医療圏には周産期医療センターが存在

せず，周産期医療の空白域とされてきました。

'へ、

【分娩・入院件数】

本年6月末までで合計874件の分娩があり
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表1
ました。年間の分娩件数は増加傾向にありま

す。また帝王切開についてはこれまでに計251

件あり， うち緊急帝王切開は79件でした。緊

急帝王切開の適応は，分娩停止が27例，胎児

機能不全が26例，常位胎盤早期剥離もしく

はその疑いが6例，前期破水が6例などでし

た。帝王切開・緊急帝王切開の件数も，開設

当初のペースより増加傾向にあります（表1)｡

これまでのNICU入院件数を表2に示しま

す。今年6月末までに合計460例のNICU入院

がありました。その中には東広島市内の産科

開業医で出生した児の搬送が16例ありました。

逆に当院から院外搬送を行ったのは17例でし

た。 ここまでのNICU入院率は52.6%と高い

水準でした。

表2

/“閾､

NICU入院の原因となった疾患を表3に示

します。

全460例のうち，帝王切開後の経過観察入

表3

帝王切開経過観察

低血糖

』
・
廟
■

新生児仮死

新生児一過性多呼吸

早産児

母体GBS予防不完全

低出生体重児

胎便吸引症候群

黄疸

母体長期前期破水

気胸

初期嘔吐

無呼吸発作

哺乳時チアノーゼ

母児間輸血症候群

不明熱

染色体異常

多発奇形

新生児薬物離脱

ミルクアレルギー

雪
・
・
■
■
■
■
１
１
１
Ⅱ
Ⅱ

/~、
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年度 H24 H25
H26

(6月末）
計

出生数 357 413 104 874

帝王切開

(緊急）

86

(24）

131

(40）

34

(15）

251

(79）

年度 H24 H25
H26

(6月末）
計

入院数 167 233 60 460

他院から

の搬送数
3 9 4 16

他院への

搬送数
6 10 1 17



①在胎24周3日, 6129で出生した超低出

生体重児。母体破水のため，産科開業医より

県立広島病院への母体搬送が検討されました

が，搬送中の出生などのリスクが予想された

ため，当院へ母体搬送され，県立広島病院新

生児科Drが当院へ来院し， 出生に立ち会わ

れました。そのまま，当院で挿管， サーファ

クタン卜投与, PIカテーテル挿入などの初

期処置を行った後，県病院へヘリ搬送となり

ました。

②緊急帝王切開で出生した35週2日， 1526

9の児。鎖肛や食道閉鎖など外科的対応が必

要な多発奇形を認めたため，新生児搬送とな

りました。

③在胎39週2B, 28009で出生し，アプガー

スコアが1分値2点， 5分値3点の重症仮死

の症例は，脳低温療法等の全身管理が必要と

考えられ，新生児搬送となりました。

④在胎39週4日, 27009で出生した児。近

医産婦人科で出生し，呼吸障害のため当院へ

新生児搬送されました。採血でHb5.29/dl

と重症貧血が認められたため搬送となった児

は， その後母胎間輸血症候群と診断されまし

た。

⑤在胎38週0日，予定帝王切開により出生

した児。顔貌よりDown症候群が疑われ，心

エコーでファロー四徴症を認めたため，新生

児搬送となりました。

ここ最近になり，当院でも早産児の人工呼

吸管理を行うようになり，在胎34週以降の児

の呼吸障害のためだけの搬送は減っています

が，開設当初は数日のみの呼吸管理のために，

新生児搬送を行い，呼吸管理終了後にback

transferとなった例も数例ありました。当院

ではこれまでに多数のN-CPAPによる呼吸

院が1/3近くを占めています。これは， 当院

の方針として，帝王切開により出生した児は

全例NICUに1泊入院としているためです。

実際に予定帝王切開で出生し，経過観察のみ

の予定であった児が，低血糖や呼吸障害によ

り何らかの治療を要した例が，全帝王切開例

の3割程度あり，今後もこの方針に従って管

理を行っていく予定です。

そのほかでは低血糖新生児仮死で出生し

た児の経過観察，新生児一過性多呼吸などが

多くなっています。当院で経験した在胎36週

未満の早産児の内訳は， 24週が1例， 30週が

1例， 31週が2例， 33週が2例， 34週が11例，

35週が18例でした。

帝王切開経過観察を除いたNICU入院率は

32.4％でした。

'へ、

【当院への新生児搬送】

新生児一過性多呼吸などの呼吸障害，早産

児，初期嘔吐，新生児発熱,Down症候群，

口唇口蓋裂，著明な体重減少と下痢など種々

の疾患を経験しました。

このうち，早産児は急な分娩進行で，母体

搬送の時間もなく，産科開業医で出生した在

胎34週の児で，当院搬送後, RDSと診断し，

気管内挿管の上，サーファクタン卜投与を行

い，一晩人工呼吸管理を行いました。また，

体重減少と下痢で搬送となった児は，後にミ

ルクアレルギーと診断されました。

また当院から母体搬送され総合周産期セン

ターで出生した児や，呼吸障害などで当院か

ら新生児搬送となった児のbacktransferも

これまでに7例ありました。

〆‐､

【当院より新生児搬送となった主な症例】
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管理と， 34週から36週の児の人工呼吸管理を

4例経験しました。

と診断され，抜管困難なため，気管切開と喉

頭分離が行われました。経過中に肝芽腫が見

つかり，広島大学病院で化学療法が行われま

した。ご家族が在宅医療への移行を希望され，

1歳3か月時に当院へ転院され，試験外泊等

を経て退院され，現在外来で定期的なフォロー

を行っています。

2例目は9か月の女児で，診断は脳梁欠損，

前頭葉形成不全です。

在胎35週6日, 18309で出生し，呼吸管理

を必要としたため，近医より呉医療センター

へ新生児搬送されました。けいれんが出現し，

画像検査で脳形成異常を指摘されました。抜

管困難であり，気管切開と喉頭分離が行われ

ました。ご家族の在宅医療へのご希望もあり，

8か月時に， 自宅へ近い当院へ転院となりま

した。現在在宅医療へ向けて，指導や調整を

行っています。

3例目は6か月の女児で，診断は先天性骨

形成不全症です。

羊水過多，胎児に四肢短縮があり，骨系統

疾患疑われ，当院より広島大学病院へ母体搬

送され，在胎34週4B, 19809で出生しまし

た。呼吸障害のため人工呼吸管理が開始され，

抜管困難なため，気管切開と喉頭摘出が行わ

れました。こちらもご家族の在宅医療への移

行の希望があり， 5か月時に， 自宅に近い当

院へ転院となりました。現在在宅医療へ向け

て様々な指導や調整を行っています。

当院では，退院前にNICUスタッフ，小児

科病棟スタッフ， メディカルソーシャルワー

カー，保健師，訪問看護ステーションのスタッ

フによるカンファレンスを行い，情報の共有

や，緊急時の対応方法などの話し合いを行う

ようにしています。

【新生児搬送の手段】

平成25年4月に敷地内のヘリポートの運用

が開始され， これまでに6件のヘリによる新

生児搬送がありました。当院から広島市内の

総合周産期センターまでは10分程度で到着で

き，速やかな搬送が可能です。ただ，ヘリ搬

送は有視界飛行が原則のため，時間帯や天候

によっては利用できないこともあります。

その場合は救急車による搬送を行います。

当院は山陽道の西条インターと志和インター

のほぼ中間に位置し， インターまで15分程度

の時間を要します。そのため，病院の敷地か

ら山陽道に直結する，救急車専用の出入り口

が設置され，高速道路を利用する搬送に要す

る時間もかなり短縮されました。ただ，問題

点としては，利用できるのは東広島市の救急

車のみ， という制限があることで，広島市内

から医師搬送を行う救急車や，病院所有の救

急車はその出入り口を利用できないことになっ

ています。この問題点は，病院と行政等に改

善をお願いしています。

/価、

/へ、

【在宅医療への関わり】

今回の広島県小児科医会総会のテーマが，

小児在宅医療を考える， とのことですので，

当院を経由して在宅医療を開始した， もしく

は開始予定の症例を報告いたします。

1例目は1歳6か月の女児です。診断は18

トリソミー,VSD,肝芽腫です。

当院で在胎33週5B, 11789で出生しまし

た。呼吸障害強く，呼吸管理必要なため，県

立広島病院へ搬送となりました。18トリソミー
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【今後の方針と課題】

当面の当院での管理対象は，眼科フォロー

が不要とされる在胎34週以降の児で，呼吸管

理も早期に抜管が可能と予想される症例と考

えています。将来的には在胎31-32週程度の

極低出生体重の人工呼吸管理も行うことを目

標としています。

そうなると未熟児網膜症のケアが必要にな

りますが，当院には眼科医が不在のため，眼

科医の確保が課題となっています。

【当センター役割について】

当地区は広島市内の総合周産期センターま

で，救急車で約40-50分を要し， その間の児

の管理が予後を左右する可能性も考えられま

す。このため，緊急処置を要する児の，初期

対応を行い，次の治療への橋渡しを行うのが，

当センターの役割と考えています。

また当地区より総合周産期センターへ搬送

となった児が，退院へ向けた準備を行うため

の, backtransferを積極的に受け入れるこ

とにより，広島県の周産期医療に少しでも貢

献できればと考えています。

また先ほど挙げた3例のように，在宅医療

を必要としている児の，調整・指導の場とし

て，総合周産期センターとの橋渡しをするこ

とも必要な役割と考えています。

'霧へI

【終わりに】

最後になりましたが，当院周産期センター

設立にあたり，様々な指導や助言をいただき

ました，各病院の先生方， スタッフの方々に

この場をお借りして，御礼申し上げます。

また， まだまだ周産期センターとしては未

熟なため，各病院の皆様の力をお借りするこ

とが多々あるかと存じますが，何卒よろしく

お願い申し上げます。

'へ、
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●保険診療講座 医療機関の支援などに供するという国の提案

を条件に，医師会側はしぶしぶ今回の実質マ

イナス改訂を受け入れたということのようで

す。懐の苦しい予算の中での基金創設が，今

回改訂の一つのポイントです。ただ， この基

金の予算は広島県にいくらと配分されている

訳ではなく，都道府県と都道府県医師会との

密接な連携のもとに作成されたビジョンに対

して交付される性格のもので，手挙げ方式と

言ってもよく， 申請を誤ると交付されない都

道府県も出る可能性があるとされています。

そのためこの基金の使われ方に注目が集まっ

ていますが， この連携が円滑に進むよう， 日

本医師会では実務的な支援・指導を行う地域

包括ケア推進室を設置し，体制を整えること

になっています。

もう一つのポイントが，医療機関の機能分

化・強化と連携，在宅連携の充実を重点課題

と位置づけ対応した点です。具体的には， 7

対1入院基本料について，特定除外制度を廃

止して，複雑な病態をもつ急性期の患者に対

応するよう要件の厳格化を行っています。ま

た，急性期後の受け皿病床を評価するために，

地域包括ケアシステムを支える病棟を充実さ

せることを目的に，地域包括ケア病棟入院料

(2,558点/日など)を新設しました。さらに，

地域で入院の受け皿になっている有床診療所

の再評価を行い，地域包括ケアの中で複数の

機能を担う有床診療所の場合，入院基本料に

ついて，最高で約1.4倍に増額(351点/日→

500点/日）されています。総論的なお話は，

ここまでにします。

小児関連の改訂の詳細は資料をご覧下さい。

主には，基本診察料の引き上げにみられる消

費増税分の点数の引き上げです。いくつか特

平成26年度の
診療報酬改訂に
おける小児科関

連の改訂内容に
ついて

/~、

広島県小児科医会社会保険委員会

岸 高 正

この4月に施行された平成26年度の診療報

酬|改訂における小児科関連分について概説さ

せていただきます。小児科関連分の要約は簡

潔にまとめて資料として添付させていただき

ますので，参考にしてみて下さい。

さて，今回の診療報酬|の改定は，全体の改

定率は＋0.1％でわずかに増加のように見え

ますが，消費税の引き上げ相当分十1.36％

を差し引くと，実際は， この差1.26％がマ

イナス改訂になっています。消費税の引き上

げで医療機関や薬局が医療品を扱う問屋さん

に支払う額の増加分，約5600億円は満額確保

されました。 これが， この＋1.36％に相当

します。これを各医療機関に万遍なく行き渡

らせるということで，今回の改訂では，すべ

ての医療機関に公平に及ぶ初診料・再診料お

よび基本調剤料の引き上げという形で実現し

ています。しかし，実質マイナスですから，

医療供給体制改革のための基金創設(900億円

を確保済み)によって，地域包括ケアを担う

/‘毎蔚
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ぞれで算定できるよう見直しが行われた点な

どです。以外に影響があるのが，検査の点数

の引き下げで，一つ一つはわずかでも月に20

件， 30件となると結構な減収になるかもしれ

ません。

小児科学会や小児科医会が強く要望してい

たアトピー性皮膚炎に対する指導管理料の新

設は認められず，今回改訂は十分なものでは

ありません。しかし，既に，平成28年度改訂

に向けた取り組みが始まっており，何か要望

なりご意見があればご連絡をいただければと

存じます。最後になりましたが，今後も，広

島県小児科医会社会保険委員会の活動にご理

解とご協力をいただければ幸いです。

筆すべき点としては，パリビズマブを投与し

ている患者については小児科外来診察料の算

定対象とならなくなり，高額の医療費の医療

機関での持ち出しがなくなり，投与しやすく

なった点が挙げられます。また，新生児特定

集中治療室管理料の算定要件の見直しがされ，

出生体重が1,500g以上の一部の先天奇形等

を有する新生児について，新生児特定集中治

療室管理料等の算定日数上限を延長する措置

がとられました。また，在宅医療に関しては，

人工呼吸器を装着している小児を対象に，在

宅療養で算定する在宅療養指導管理料につい

て，在宅療養を担う医療機関と後方支援等を

担う医療機関で異なる管理を行う場合， それ

/へ､

平成26年度診療報酬改定における小児科関連の改訂内容

診療報酬|改定 総 枠 +0.10%(+1.36) ( )内は消費税対応分

改定率 薬価・材料価格 -0.63%(+0.73)

診療報酬|本体 十0.73％（＋0.63）

医 科 +0.82%(+0.71)

歯 科 +0.99%(+0,87)

調 剤 十0.22％（＋0.18）

全体改定率十0.1％，医療費ベースで約400億円，消費税引き上げ対応分を除く実質の改定率は

ネットマイナス1.26％で2008年以来のマイナス改定になった。

消費税引き上げ分は医療機関・薬局の仕入負担増に対する必要額（約5600億円＝改定率1.36%)

を満額確保。初診料・再診料，調剤基本料の引き上げで対応する。

医療費提供体制改革のための基金の創設900億円を確保。地域包括ケアを担う医療機関の支援

等に活用する。

付帯意見後発医薬品の価格設定の見直し， うがい薬のみの処方の保険適用除外などの措置を

講ずる。

唖
初診料・再診料

初診料282点（＋12点）

再診料 72点（＋3点）

外来診療料73点（＋3点）

小児科外来診療料

処方せん交付 初診時572点（＋12点） 再診時383点（＋3点）

その他(院内処方） 初診時682点（＋12点） 再診時493点（＋3点）

'~ヘ
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算定要件の見直しパリビスマブを投与している患者については小児科外来診療料の算定

対象とはならない。

「地域包括診療料」 1503点(月1回）高血圧，糖尿病，脂質異常症，認知症の4疾病の

うち2つ以上を有する。常勤3名以上，時間外対応加算1の届出在

宅療養支援診療所

「地域包括診療加算」 20点(再診1回につき） 時間外対応加算1又は2の届出

区函
新生児医療の見直し

新生児特定集中治療室管理料および新生児治療回復室入院医療管理料について

算定要件の見直し 1500g以上の新生児であっても，一部の先天奇形等を有する患者について

算定日数上限の見直しを行う。

新生児特定集中治療室管理料1 （消費税改定分）

1日につき 10011点→10174点

新生児特定集中治療室管理料2 （消費税改定分を含む）

1日につき 6011点→8109点

小児入院医療管理料（消費税改定分）

1小児入院医療管理料1 4511点→4584点

2小児入院医療管理料2 4011点→4076点

3小児入院医療管理料1 3611点→3670点

4小児入院医療管理料1 3011点→3060点

5小児入院医療管理料1 2111点→2145点

有床診療所への手厚い評価

入院基本料の引き上げ入院基本料1 775点→861点（14日以内）

入院基本料6 351点→450点（31日以上）

在宅療養実績加算（緊急夜間深夜往診） 75点（ターミナルケア加算）750点

緊急往診1件以上かつ看取り4件以上

屋ヨ
在宅患者訪問診療料

3歳未満の乳幼児又は3歳以上6歳未満の幼児

在宅療養指導管理料の見直し人工呼吸器を装着している小児等の在宅医療で算定する在宅療

養指導管理料について在宅医療を担う医療機関と後方支援を在

宅医療に用いる特定保険医療材料の院外処方が可能に。

園
血液科学検査 8項目又は9項目 102点→99点

10項目以上 121点→117点

インフルエンザウイルス抗原定性 150点→146点

ノロウイルス抗原定性 150点→150点

RSウイルス抗原定性 150点→146点

アデノウイルス抗原定性 210点→204点

A群β溶連菌迅速検査定性 140点→136点

/…、

/~、
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困圖団固園
エリスリトールアレルギーの小児例

白尾謙一郎しらお小児科・アレルギー科クリニック

候補として考えられ， エリスリトール， アセ

スルファムカリウム， スクラロースの3種で

検査を進めた。最初に二重盲検経口食物負荷

試験を行い， これらの甘味料に対して強いア

レルギー症状を来すことを確認した。続いて

個々の甘味料を用いて皮層テストを行ったと

ころ， エリスリトールに対してのみ陽性反応

を示すことを確認し，臨床的に本児がエリス

リトールアレルギーを有することを診断でき

た。

＜はじめに＞

近年，食物アレルギーの報告が増加してお

り，糖などの稀なアレルゲンに対するアレル

ギー症状(アナフィラキシーを含む)も報告さ

れている。エリスリトール(図①)は， ブドウ

糖を発酵することにより生成される糖アルコー

ルで， 自然界では果物やキノコ類に含まれて

いる。摂取カロリーがほぼ0で，健康食品な

どに用いられている。私は， エリスリトール

を含む食物を摂取した後にアナフィラキシ一

を起こした11歳男児例を経験し，種々の検査・

試験によりエリスリトールアレルギーの診断

を確定した。その後に緩徐型経口免疫療法を

施行し，良好な結果を得た。これまでの経緯

を，若干の考察を含めて報告する。

'へ、

＜分子学的検索＞

エリスリトールは蛋白質でなく炭水化物であ

り，特異的IgEを限定することは難しいと考

えられた。そこで，好塩基球の活性化を示す

表面マーカーであるCD203cの発現を見る好塩

基球活性化試験(BAT:BasophilActivation

Test)を施行した。陽性コントロールとして

抗IgE抗体を，陰性コントロールとしてPBS

を使用。FACSで基準を設定し, CD203cが

高値となる領域を定めて判断した。結果， コ

ントロールと比して，患児ではエリスリトー

ル負荷時に, CD203cの強い発現を認めた

(図②)。このことから，本児において，化学

的にもエリスリトールアレルギーの診断が出

来た。

＜症例＞

症例は初診時に11歳の男児。食物アレルギー，

アレルギー性鼻炎の既往あり。これまでに，

原因が明白でない食物アレルギー症状(アナ

フィラキシ－を含む)を数回経験し，入院歴

もあった｡2010年2月に，健康食品を食べた

後に菫麻疹・喘鳴が出現し，精査目的で来院

となった。

'億一､

＜原因検索＞

健康食品の成分表から，蛋白質は「グレー

プフルーツ」しか認められなかったが，本児

はグレープフルーツを生で摂食できていたた

め除外した。以前にダイエットソースでアナ

フィラキシ一を起こした既往があり，健康食

品及びソースに含まれる「甘味料」が原因の

＜その後の経過＞

エリスリトール除去により，患児のアレル

ギー症状は消失したが，患児及び両親の摂取

希望が強かったため，緩徐型経口免疫療法を

施行した。徐々に増量する形で，毎日摂取を
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続けていった。途中，軽微な症状を認めるこ

とはあったが， 内服処方で軽快した。負荷開

始後40週で目標量に到達し，摂取を維持する

も，無症状であった。 この間，患児のBAT

の推移を観察したが，経過と共に， エリスリ

トールに対するCD203cの発現が低下してい

くことカミ確認できた(図③)｡負荷後69週で2

週間の除去を行い，改めて食物負荷試験を行っ

たところ，反応は陰性であった。以降エリ

スリ トールに対してDiet-freeで経過をみて

いるが，現在まで症状の再発は認めていない。

(Shiraoetal. ; Allergol lnt. 2013Jun;

62(2) :269-71.)｡ 2013年春に開催された日

本アレルギー学会で， 日本国内における甘味

料アレルギーの中ではエリスリ トールアレル

ギーが比較的多いと報告されている。

＜結語＞

食物に含まれる甘味料によりアレルギー症

状を呈した男児症例で， エリスリ トールに対

する食物アレルギーを，臨床的かつ化学的に

診断することができた。 この症例に対して緩

徐型経口免疫療法を施行することにより， エ

リスリ トールを摂取することが可能になり，

治療の一つの可能性を示すことができた。エ

リスリトールアレルギーに対する診断法･治

療法の更なる進歩のために，今後も症例の蓄

積・検討が必要と考える。

へ

＜考察＞

これまでにエリスリ トールアレルギーの報

告は非常に少なく，稀な疾患と考えられてい

る。小児の報告例は， この症例を含めて2例

しか報告されておらず，本症例が臨床的及び

化学的に診断できた，世界初の小児例である

zBasophi lActivationTestの結果①エリスリトールの
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母乳哺育(そのS)離乳食(solid)について(4)

欧州からの報告

和歌山県立医科大学小児科名誉教授小池通夫

mentaryfeeding''について－現況の論評」

Agostoni.Cら:JPGN2008;46:99～110で

ある。この論文ではcomplementaryfoodsの

うち主に"solid(固形食だがこれが日本でいう

離乳食)”について最近のエビデシスを集めた。

対象はヨーロッパ在住の健康乳児。知識と現

状を総括し委員会の公式の結論とした。

今回は離乳食について， その考え方，最近

の進歩について述べる。これに関しては離乳食

(その2)でAAP(アメリカ小児科学会)とWHO

の論文について述べた。今回はこれらに続く形

となるヨーロッパの論文2編, ESPGHAN(欧

州小児栄養消化器肝学会, 2008年)とEFSA

(欧州連合食品安全機関， 2009年)についてま

とめた。両論文の筆頭著者は何れもC.Agostoni

だが， メンバーはかなり違う。 2008, 2009年

以降， この種の論文はない。両者の内容は微

妙に一致し最近の進歩を論説しているが離乳

食導入開始時期などまだまだ慣習に従う面に

頼らざるをえないことなどエビデシス不足の点

も素直に白状している点もあり面白い。

アレルギーについてアレルゲン食品の考え方，

またその与える時期，母乳との併用の重要性

など大胆に結論を出している(少し急ぎすぎる

くらい)。一方でそれならformula(人工乳とか

育児用乳)の方はどうなるのかについては一言

もふれていない。しかし言外の意は「フォーミュ

ラではアレルギーは防ぎえない」と私には読み

取れるのだが。

/へ、

2．要旨

（1） 完全(exclusive)母乳哺育あるいは新生

児期に糖水や水だけ補足した過去ありのfull母

乳哺育を生後6か月まで続けることは望まし

いゴールである。

(2) Complementaryfoods[solidと栄養

価のある液体(母乳あるいはformula以外の液

体)]の開始は17週[109日]以前には始めないこ

と， また26週[182日]より遅れないこと。

［上級機関に当るWHO/AAPの定義では

formulaを含む母乳以外の栄養分のある液体

はcomplementaryfoodsと見なされる。この

点ESPGHANの定義は誤用である｡］

（3） アレルゲン食品とされる魚とか卵などは

solidとして与えないとか初めての導入を遅ら

せることが行われているがこれが有効という証

拠はない。これはアレルギーについてハイリス

クの家族歴のある子にもリスクのない子にも共

通したエビデントである。

(4) Complementaryfoodsを与えている

期間には特に母乳哺育児では鉄需要の90%以

上はcomplementaryfoodsに依存している。

〆~、

I 欧州小児栄養消化器肝学会ESPGHAN

2008年の報告

1 ．はじめに

日本が間違ったままの離乳食を続けた50年

の間に生じたグローバルの変化としてヨーロッ

ノ編を要約し紹介する。まず最初はESPGHAN｡

その原典は同学会の栄養委員会の「"comple-
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この鉄は生物学的に十分利用可能(bioavailab

le)なものでなくてはならない。 ［ヘム鉄と無機

鉄(2価の還元鉄と3価の鉄)，他に不溶性の

鉄（タンニン酸鉄など）がある。ヘム鉄は

bioavailabilityが高い。無機鉄はビタミンCの

共存で吸収が補助される｡］

（5） 牛乳は鉄の共給源にはならない。従っ

て牛乳は1歳を過ぎるまではformulaの代わり

の飲用として与えてはならない。少量をsolid

に加え調理に使うことは差しつかえない。

（6） グルテン☆の開始は早期(＜4か月)から

も遅期(＞7か月)からも何れも分別ある行い

とは云えず慎むべきである。グルテン導入の正

しい方法はさらに少量ずつ行い急に増やさぬこ

と， まだ母乳哺育を続けている内に導入開始

することが大切である。これはスウェーデンで

HLA型などから集めたハイリスクコホートでの

実験でセリアック病とI型糖尿病の発生率が

上述のような対処法で引き下げられたことから

明らかになった。その論文の要旨には「小麦

アレルギー」の引き下げも追加されている。

（☆注グルテン：小麦などに含まれる植物
ふ なま

性蛋白質， 日本では麩，生麩と乾燥した焼き
ゆば

麩とがある。よく似ているが湯葉は大豆蛋白

(グリシニンなど)＋脂肪である｡）

(7) Vegetariandiet(菜食主義)で育てら

れている乳児及び幼児･小児のsolidは十分量

(>500ml/B)の母乳あるいはformula及び乳

製品を与えられるという条件が付く。Vegan

diet(厳格極端な菜食主義：肉や魚のほか卵，

牛乳， チーズなどもダメというもの)での乳幼

児の育児はかなり難しい(離乳食について(3)一

本誌58号P35右欄参照)。

＜小池の評価＞

全体としては常識的な結論だが中に1つ重

要な結論が最近の日本でも大問題となってい

る「小麦アレルギー」の予防にグルテンの導入

時期， また母乳哺育と併用中の導入という明

確な対策を示したことである。他の食事アレル

ゲンへの対応も含め大切な内容を含む。ただ

残念ながら日本ではまだまったくエビデンスが

ない。

3．主な内容の要点

1)Solidを導入する時期

民族的な慣習で決められている現状を述べ

ている。一口にヨーロッパといっても数多くの

民族が住んでいる上に現在ではEU内はビザも

パスポートもなしに交流も自由になりますます

複雑である。 ドイツだけ見ても，現在の人口

は8,500万だが， 1990年に，東独が西独に編入

されるまで40年以上別々だった。現在世界各

地からの労働者など100万以上が加わった数で

ある。それを頭において読んでほしい。

本論文の出た2008年のドイツでは16％が3

か月からsolidを始めている。英国では51%が

4か月未満に始め， またformula児の方はさ

らに平均2週間，母乳哺育児より早い。イタ

リアでは34％が4か月未満に始めている， といっ

た数字をあげている。

ここに示されたやや早過ぎるsolid導入とい

う現状をこの委員会が容認しているわけではな

い。むしろその逆である。ただいつがベストか，

エビデンスがないのである。

6か月になると大ていの子は「支えると座れ

る。スプーンから吸い，飲み込むことができる

(swallow)。さらに首がしっかりし， まわりを

見渡せる。 4か月児はまだこのレベルには到達

してない。

ところで何故導入適期についてのデータがな

いのか。それは体格の大きい子が親の目にも適

い，かなり早くから始めることが多いといった

/へ、

/へ、

34



ｸ・・・・。，。。〃・・・クククク・・・。・・・。。〃。。。〃。・・・・・・。〃。〃・・・・クク塁2織淳もﾝクーズ訟夕

1人1人の事情でテンデンバラバラの内容になっ

てしまうためでありその結果何時からが適期か

と示すような集団を対象にしたエビデンスがな

いというのが結論である。

一般論では4か月には消化吸収能，胄機能，

腎機能など生理学的にはsolid導入に耐え得る

程度には完成しているのだが。

大切な点として「10か月までに多少は形の

要と明記している。

体格のいい子ほどsolid導入が早いがそれは

年長児の肥満につながらない。それはその時の

体格のよさは1～2歳には自然消滅している

からである。

ここでもはっきりしているのはく12週(＝84

日＝3か月)の離乳開始が7歳時の肥満につな

がるというスコットランドのコホート研究結果

を採用していることである。この早期solid開

始のほか高蛋白食も肥満に結びつくと結論さ

れたがこれは随伴するカロリーの摂取過剰が原

因と訂正された。

Solid分の脂肪は全熱量の25%。これより多

過ぎも少なすぎも問題のあることを明らかにし

ている。少なすぎはn-3LCPUFA(長鎖多価

不飽和脂肪酸=DHA,EPAなど)の摂取量に

も影響するという。それならLCPUFAを増や

せばいいのか。卵黄(脂肪が多い)にDHAを強

化して与えた実験では，実験動物でもヒトで

も赤血球中DHAは確かに増加したがとくに脳

神経の上で知能が向上したということにはなら

なかったという。善悪は不明だがアメリカの乳

幼児用シリアルにはDHAとしてツナ(マグロ）

油が強化されている（離乳食(2)参照)。

4）アレルギー予防とsolidの与え方(導入上の

注意）

アレルゲン性の高いとされる食品ヨーロッ

パではタマゴ，魚， （木の)ナッツ類，海産物

(エビ， カニ，貝)が例示されている。これらを

4か月未満に始めると一時的にはアトピーが

増えるという報告がある。しかしこれをさらに

10年間追跡観察した報告では(Fergusson,

DM:Pediatricsl990:86:541-546を含めて）

意見が分れ，結論は出せないとしている。

また6か月までにシリアル[これはアメリカ

の乳児用シリアル(コメ)ではなく市販の一般成

残った食品が食べられないとその後は成長して

も形のあるものを食べるのが難しくなるという

'~鬮、 こと」が示されたことで「10か月に臨界期があ

る」ことを指摘している。ここでいう「形のあ

る」は英語の「chunky｣(ドロドロの中に多少

形の残るものが混じる)でありサイコロステー

キのようなものは要求していない。

2）母乳哺育児とformula児の成長パターン

は違うこと

母乳哺育児は最初は成長がいいが3か月か

ら体重増など見た目の成長がformula児と比

較してslowdownしてくる。すなわち3か月か

ら両者に成長パターン差が生まれる。母乳哺

育児のパターンが自然であり正常であると考え

れば, formula児は成長過多ということになる。

(この点はAAPでは6か月までは低蛋白質(≦

0.9g/dl)の母乳で十分育つのだからformula

の蛋白質1.5g/dlやビタミン，微量元素の強

化は，結果として過剰と考えざるをえない一と

はっきり書いている｡）

3）三大栄養素の摂取と肥満，神経学的発達

などとの関連

Formulaを栄養過多と考えこれが成長の後

にどういう影響を遣すかこれも正確なデータが

ない。

この点の文献を探し出してESPGHAN(pl99)

には， 3歳までは， 「肥満を心配してわざわざ

食事中脂肪量を引き下げたりすること」は不

/へ、
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人の朝食用の小麦，大麦， ライ麦やプラン(麦

皮：フスマ：麦を粉にするとき残る麦の外皮：

米のぬか(糠)に相当)など]の導入を始めないと

小麦アレルギーカ増えるという報告もある(Poole

JA,Pediatrics2006:117:2175-82)。

ESPGHAN委員会の勧告は①solid導入は

17週(満4か月満了)までは始めないこと。②

新しいsolid導入は1度に1つだけにする。 こ

れをそれまで与えていた副反応ナシを確かめた

ものに追加して与える。少なくとも3～4回

は新しく加えた1つに副反応のないことを注意

深く観察する。

5）心血管系と塩分

新生児にわざわざ高ナトリウムにしたミルク

を与え，高血圧を示したという下らない報告

もあげているが， ドイツで行われたランダムに

選んだ対象にわずかに低ナトリウムのミルク，

これも液体の離乳食で6か月まで哺育された

児(1980年に開始)がナトリウム正常ミルク6

か月間の児に比し15歳時の血圧がわずかだが

有意差をもってに高かったという報告がある

(収縮期3.6mmHg,拡張期2.2mmHg)｡これは

コホートでランダムでしかも15年後の観察とい

う息の長い研究だがさらに興味深いのはこの2

群間には6か月～15歳の間の食塩摂取量はまっ

たく差がなかったことも記していることで薄味

にすればいいということに疑問を提している。

我々は離乳食は何が何でも薄味でその食品の

もつ自然の風味を味わせなさいと教わって来

たが乳児の中には味のついたものを好む子も

多く，泣かされる親も多いだけにこの論文の

存在はまことに貴重で興味深い(Geleijunse

JM:Hypertensionl997:29913-7)。

しかしそれでも委員会の勧告では「乳児期

には塩分は与えすぎるべきではない」とするに

留めている。

6）味覚と食品(solid)選択一フレーバー体験

の重要性(Skinner JD:JAmerDiet

Associat2002;1021638-47)

出生前(胎内)と出生直後に児は母からのフ

レーバー(匂い，風味)を受けとる。これが匂い

の初期体験だが児はこのフレーバーを持つsolid

に快感を示すという説がある。ところが，困っ

たことに最近はその初体験がすぐに手に入る安

価でしかもエネルギー密度の高い食品(ファス

トフード類)の強力な匂いになっているという

のである。ファストフードはすべて砂糖，塩，

脂肪が高いという特徴がある。強力な香辛料

も特徴である。このような食品は人類はその出

現以来数千年数万年もの間食べる機会のなかっ

たはずである。いつも十分な食糧は手に入らず

空腹をかかえていた。それが今はすぐに手に入

るようになったのである。

もともと乳児は甘いもの，塩味を好み，酸味

や苦味に嫌悪を示す。新生児200人の調査で全

員が甘い水を好むことが判明した。その後は親

にまかせて6か月時に再調査した報告がある。

親が甘いものを与える習慣のある子は(全体の2

5％)はそうでない子より甘いものを有意差で好

んだという。このように両親の食生活の好みは

児の食品選択に決定的役割を果たしている

GeauchampGK:Appetitel982;3:139-5の。

7）セリアック病(Celiacdisease)

セリアック病はグルテンアレルギーに始まる

HLAなど遺伝的素因の関連する疾患である。

本稿の要旨の項で詳しく述べたので重複は避

けるがこれはセリアック病の多い北欧でハイリ

スク群でもグルテンの開始時期，少量ずつ増

量， まだ母乳哺育中にすすめるという条件付

なら信頼限界0.59(95%CI. 0.42-0.83)と有意

な発病抑制を報告している(IvarssonAS:

Amer.J. Clin.Nutr. 2002;75:914-21)。

/へ、

/へ、
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数万年繰り返し遺伝的淘汰を受けて人類は今

のような安全なもの， エネルギーの濃いものを

楽しいと感じるようになったのであろう。

＜小池追加＞

しかし最近個人的にはこの論文のように遺

伝とか素因と簡単に云うことに抵抗感がある。

また一度， ある年齢の時に「肥満」とされる

とそれがいつまでも続く(tailingする)と信じて

いる人。そもそもこの話の始まりとなる「肥満

の定義」にも疑問を感じる。その考えは次の

話が出発点になった。第二次世界大戦中ドイ

ツ占領下のオランダの一部地方でごく短い期

間だが食糧がまったくなく飢餓に陥った時に妊

娠していた母から生まれた子たちは低体重の子

が多く成長後の体格も小さかった(これは当然

だろう)｡しかしその時，母が妊娠初期にあっ

た赤ちゃんは何10年たった成人後に生活習慣

病の率が高いこと， しかしこれはDNAになん

らかの修飾が生じDNAの読み方に異常を来す

エピジェネティック制御(ラテン語のepigenesis

は後成説)によることが明らかにされたという

ものであった。DNAを構成する4ツの塩基A

GCTの1つ， シトシンのリン酸化とがDNAの

二重螺旋が巻付いている核蛋白の1つ， ヌク

レオヒストンへの修飾などが成長期の分裂途

中で細胞の内いくつかに生じ， その細胞の遺

伝子の発現に異常を生じるというものである。

それが何故，成人後のメタボに結びつくのかは

まだ不明だがこれを読んで私にはいくつか，

｢そうか， あれもそうか」と思い当たる節があ

る。最近のNICUの発達で極少未熟児，超未

熟児の救命率が驚異的に向上したがその成果

が今日その子たちが成人後メタボ体質になる

人が多いという困ったことになっていること，

もう少し拡げて考えると昭和21～22年第一次

ベビーブーマーたちが少年少女となり肥満児が

この方法がwheatallergy(小麦アレルギー)に

も有効なことは4）アレルギーの項で紹介した。

8) I型糖尿病

これもI型糖尿病のハイリスクコホートでの

研究だがセリアック病と同様小麦蛋白のグル

テンの早期導入（3か月より前)が膵ランゲル

ハンス島に対する自己抗体の増加とリンクする

という報告がある。 7か月以降の遅らせた小

麦初体験もリスクが高いという。 「その間の期

間にしかも母乳哺育の続いている内に」グルテ

ン導入を行うとI型糖尿病の予防効果がある

という点もセリアック病と同様である。しかし，

実際のところ前述のBeauchampらの甘いもの

に対する親の好みが児の甘いもの好きの原因と

いう報告(後天説)など遺伝的素因といっても

I型DMのような多因子遺伝形式では何れに

旗を上げるにしても仲々難しい。

9）味覚と食品選択の発達

考えるまでもなくミルク(母乳かフォーミュ

ラか）2種だけの生活から幼児期の始まり(12

か月～)の6か月間に乳児は膨大な数と質の食

べものを自ら食べ，学習をしているのである。

最初は胎児期と出生直後のフレーバー，或い

は母の羊水の味。これは人種としてまた食文

化的な基礎と結びつく。長軸的研究では， こ

の時の影響は小児期，思春期に後をひいてい

る可能性があるという。甘味，塩味， 旨味へ

の好感と酸味，苦味への嫌悪といった本能的

選択もある。

本能的というか素因からと思われる選択と

しては高エネルギー食(単位重量当たり高カロ

リー＝高脂肪食)を好み， さらに新しい食品を

排除する(嫌がる)ということがある。新しい食

べ物は「危険」というのは本能である。それが

食べられるものであることを学び，食べた後ど

うなるのか， その関連を学ぶ， これを数千年，

'へ､
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昭和35年ころから急増し，成人して団塊の世

代になりメタボが増えてきたことなどである。

勿論豊かになりカロリー密度の高い食品を

好むという本能という需要にファストフード産

業の発展という供給がマッチしたともいえるの

だがすべてがそれだけですむとは思えなくなっ

てきたのである。

私は今やI型， Ⅱ型を含めた糖尿病の多因

子遺伝説など言い逃れにすぎないのではないか

というところまで疑い深い人間になってしまっ

たのである(笑)。話を論文に戻す。

10)齪歯(むし歯）

砂糖の摂取がむし歯の主なリスク(cariogenic)

因子である。砂糖の存在下に口腔内細菌はグ

ルカン膜を作りこれが歯のエナメル質を覆いむ

し歯菌とされるS. sanguisのエナメルへの接

着を助け細菌の産生した酸の拡散を留め表面

濃度を上げ，一方では生じた細菌のプラーク

の中では緩衝役を果たす。すべてがエナメル層

を侵し雛歯形成に働く。これに対しては親の

教育， カウンセリングを通じて砂糖の摂取を

減らす以外にはない。 しかしこれをもとから砂

糖を与えるな， ジュースは哺乳瓶でなくコップ

からといくら声を大にしても乳児栄養学者が

完全に敗北であることは調査で乳児へのデザー

ト， スウイーツ，甘いジュース(天然果汁では

ない)の摂取の高率なことや哺乳瓶カリエス

(上下の門歯のむし歯の存在)からも明らかで

ある。乳幼児では完全は望めない食後の歯磨

き， 口ゆすぎなどはこれにくらべると恐らくし

ないよりましのレベルであろう。

移っている。

ところで最近complementaryfeedingのガ

イドラインでその内容がすべてエビデンスに基

くというものはまったくない。complementary

feedingの期間内のsolidを連続的に導入する食

事のスケジュールはEU内の大抵の国ではその

国の慣習と手許に準備できる食べ物で決めら

れているのが現実である。

この時に与えられるものの栄養，特に微量

栄養素の組成がまだ児が極めて速い成長発達

の時期にいる内にどのように影響しているのか，

このような短期のものでさえこれを調査した現

在のエビデンスといえるほどのものはほとんど

ない。

それにも関わらずいくつかの報告ではその時

与えている食事の栄養成分構成とミルクの種

類が児の健康上短期的だけでなく長期的にみ

ても影響することを示唆している。

（1） 望ましい目標として「exclusiveかfull

母乳哺育を6か月まで続けること｣。

(2) Solidは如何なる時でも生後17週までは

与えてはならない(4か月終了を過ぎるまで)。

（3） 遅くても26週までには始めること(182

日＝6か月と1週)｡

（4） ここで云うcomplementaryfoodとい

う用語にはsolidと液体(☆)がある。この液体

(☆)とは母乳，育児乳(formula)などフォロー

アップ乳(follow-onformula)以外のすべて

の液体を指す｡ [formulaが除外されている点

はAAPやWHOの定義と違う] (この委員会で

は家で作ったsolidはエビデントに照らして役に

立たず混乱を招くとしている(= @@solid''はす

べて市販ベビーフードの利用をすすめている)。

（5）母乳哺育児，人工栄養児の夫々に理論

的には適したcomplementaryfoodsが存在す

るのだがそれを実現しようとすると仲々難しい

/へ､
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4．結語と勧告

乳児栄養学研究は栄養不良と欠乏症状の研

究という歴史的使命を終え現在の関心は蛋白

と熱量のバランスと慢性疾患のリスク予防に
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幅な差があり， それも考慮する。またWHO/

UNICEFの母乳哺育のための10か条はこのほ

とんどの国が加盟しているが今回は母乳だけに

はこだわらないことにした。

出典はEFSAJ. 2009;7(12) : 1423(1-38)

内容:EUの諮問をうけたAgostoniCなど21

名の専門家が夫々乳児の食品，栄養， アレル

ギーなどの専門グループ(パネル：研究班)とし

て科学的論文を探しまとめ答申したもの。注：

complementaryfoodはWHO, AAPの定義

を採用しているが内実は「solid」部分の論議

しかない｡38ページの内容は繰り返しが多い。

内容目次を付すのが紹介は要点に限った。

タタタクタククククククタタクタタタ”クタタタクタククタクククタクタクタクタククタクククタタタタク

ので委員会では諦めることにしたとしている。

（6） アレルゲン性の高いとされる魚とか卵の

アレルギーの発現を減らす方法は摂食開始を

遅らせても，止めるのも駄目で，現在のところ

母乳を続ける以外には確かな方法はない。こ

れはアレルギーの家族歴のある例にも全くない

例にも両方に当てはまる。

(7) Complemental feedingの期間には母

乳哺育児の鉄の90％以上はそちらから供給さ

れる。これは従って無機鉄よりはヘム鉄といっ

たbioavailableな鉄が望まれる。

（8） 牛乳は鉄の供給に役立たぬだけでなく

乳児には栄養学的に利用が難しい。従って12

か月までは飲みものとしての牛乳は与えてはな

らない。ただし少量をsolidの素食材として用

いる分には何ら支障ない。

（9） 麦蛋白のグルテンの導入は早すぎるの

も（4か月未満)，遅すぎるのも（7か月以上）

慎重でなくてはならない。一番望ましいのは4

～6か月の間にしかもまだ母乳哺育を続けて

いる内に少しずつ少しずつ増量するのがよい。

これがセリアック病, I型糖尿病と小麦アレ

ルギーを減らすことの出来る方法である。

⑩乳児と幼児に菜食主義(vegetalian)の

solidしか与えられぬ時，母乳または育児乳

(formula)を毎日少なくとも500ml以上を与え

られる要がある。

ID Vegandietのsolidは乳児，幼児には

与えてはならない(専門家に相談)。

'へ、

2．要旨

（1） 完全(exclusive)母乳哺育6か月を目

標とする。Exclusive母乳哺育で6か月までは

栄養学的に十分であり， それは「水， エネル

ギー，蛋白質， カルシウム，多くの微量栄養

素などすべてにわたるものである」ということ

を大前提にしている。但しビタミンK,地域環

境(北欧など)を含めるとビタミンDは問題が残

る。また一部で5， 6か月になると鉄と亜鉛

が欠乏してくる。これは出生体重2500～2999

9の， しかも男児に生じやすいという。なお

exclusive母乳哺育の児はcomplementary

food導入後のデータが欠落している。

（2） アレルギー：アレルゲン性の高いとされ

る食品の導入は避けるのも時期を遅らせるのも

アレルギー疾患を増加とも減少とも関連しない。

これはアレルギーの家族歴のある児とそれが全

くない児グループの何れかにも通用するエビデ

ンスである。→アレルギーを予防するsolid導

入時期は決められないとしている。

（3） セリアック病, I型糖尿病，小麦アレ

ルギーのハイリスクの対象には小麦蛋白のグル

'鰯へ、

Ⅱ、欧州連合食品安全機関EFSA2009年の報

告 「complementary foodの科学的に

適正な開始時期を求めて」

1 ．はじめに

対象はEU内に住む満期健康乳児。域内に

は多くの国，多くの民族があり，食習慣も大
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テンの導入時期と方法を考えることで発症の

低減ができそうである。

この場合エビデンスはグルテンの早期導入

（4か月未満)は発症のリスクを増す。 7か月

以降の導入開始も同様である。とるべき対策

は導入を4～6か月にしてグルテンは少量ずつ

漸増ししかもその期間中母乳哺育を並行して

継続することであるとしている(Ivasson,A. :

Amer. J. clin.Nutr. :2002;75:914-921)。

なお小麦アレルギーは「研究班の結論」のと

ころで追加された形で特別なエビデンスは示さ

れてはいない。

（4）感染症の予防：母乳哺育は受動免疫で，

児の免疫機序構築を助けて， また母以外から

の感染源への曝露を減らすことで児を感染症

から守っている。これはEUのような先進国で

も多くの文献があり，有意差もはっきりしてい

る。 しかもこの効果は母乳哺育に依存するも

のでありまたその継続期間の長さに比例する。

この母乳哺育児にcomplementaryfoodを

導入する場合のエビデンスは母乳哺育児でも

早期導入（3か月以下)では感染症のリスクを

増すが4～6か月の導入開始でも影響すると

いう報告は今のところみられない。

（5） 児のⅡ型糖尿病，齪歯，神経・筋協調

の発達そｵ虎芽肋リスクに関して℃omplementary

food導入時期との関係を示すエビデンスは今

のところない。

スウェーデンからのエビデンスで追加された。

(3) Exclusive(完全)母乳哺育はほとんどの

場合6か月間児の栄養学的水準を保つことが

できる。 しかし一部は6か月以前にsolidの需

要がありしかもそれが成長発達の適正化に反

映される。 しかしその開始時期は4か月より

前ではない。

本論文の目次

概要

サマリー

EUからの諮問の背景

EU提供の文献の学術用語(term)

評価

1）はじめに

1)－1定義(母乳哺育, complementary

feeding,weaning)

1)-2 EU内各国の現行の勧告と現況

2)Solid開始の適正時期の目安

2)－1栄養学的観点と栄養素の不足

2)－1－1完全母乳哺育一生後6か月は

栄養学的に適正なこと

2)－2成長

2）－2－1母乳哺育児の成長とWHOの

成長標準曲線（母乳とformula

は違うこと）

2)－2－2成長とcomplementaryfeeding

の開始

2)－3発達の観点

2)－3－1 神経・筋の協同

2)－3－2食品選択能

2)－3－3消化と吸収

2)－4健康の観点

2)－4－1肥満と2型糖尿病

2)－4－2 アレルギー

/へ、

/~、

3．研究班としての勧告(結語）

(1) EU内の満期出生健康乳児には

complementaryfood(solid)を4～6か月に

開始することが安全で健康面の有害作用のリ

スクも少ない。

（2） 4～6か月の開始がセリアック病, I

型糖尿病の発症削減にも有効の項目が最近の
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えると内容はかなり変化している。従って主題

の「solid開始時期」も「経験的」に行いその

中から「リスクがない時期」を探す作業にとど

まるのもやむを得ないと考えた。③WHOの

weaningの定義は母乳哺育の量と回数の両面

から徐々に減らして行くこと。これは「はじめ

てcomplementaryを導入した時を開始とし，

生後2年目に入り家族が普段に食べている食

事のパターンに移行した時を終了とする｡」を

本論文でも採用している。 「主な栄養源が家族

食になること」が主旨であり母乳を中止するこ

とは要求していない(続けても良い)。

2）－4－3 自己免疫性疾患(セリアック

病とI型糖尿病）

2)－4－4感染

2)－4－5歯の健康

結語

1．完全母乳哺育の栄養学的妥当性

2．成長

3．発達

4．健康

5．大観的結語

専門用語と略語/~ヘ

4．評価

1）はじめに complementaryfood開始の

適正時期の決め方

（1） 月齢毎に評価して児の栄養状態は至適

か，－その判断基準は。

(2) Exclusive母乳哺育をある時期を過ぎて

継続した場合の児の健康面に生じる利益とそ

の逆のハザード（リスク)のバランスを考えて決

める。健康には運動，認知，社会的機能など

が含まれる。

(3) Solidを始める時期によって成人後に何

らかの病気のリスクに影響しないかを判断して

決める。

このような効果を「プログラミング効果」と

いう。 リスクのある開始時期は通常は早過ぎ

ることが主になるが勿論遅すぎても考慮する。

｢何らかの病気」とは特に肥満，心血管疾患，

糖尿病， アレルギーなどをいう。

しかしこれらの研究では常に研究の設計上

制約がついてまわる。まず①ランダム化のでき

ぬことが多すぎる(例：母乳と人工, solidの開

始時の決定などは親の判断に委ねられる)。②

formula,ベビーフードの内容，組成，原料な

どは不変一定ではない｡ 10年単位くらいで考

1）－1定義

1)-1-1 complementaryfeedingの定義

WHO(2002)の定義を採用している。即ち，

母乳以外の「エネルギーのある液体とsolid｣,

この通りならformulaもcomplementaryfood

の一員に含まれることになる。 しかしこの論文

の内容を読むと「solid」だけがComplementary

foodと考えており誤っているとしか云えない。

1）－1－2母乳哺育の定義

日本の我々の考えとは全く異質である。

(1) ｢exclusive｣ (完全)母乳哺育

WHO/UNICEFの「母乳哺育のための10

か条通りを忠実にまもったもの｣。出生直後

から母乳以外は何も与えない。例外は上記

第6条の「医師が必要と認めたビタミン剤

などを溶かす水だけ」 （搾母乳は認めるのか，

humanmilkと書いてあるだけでそれ以上の

注記はないが)。

(2) ｢predominant」母乳哺育

（生後の短期間だけ）母乳以外にエネル

ギーのない(少ない)飲みもの(non-milk

liquid)(水，茶，糖水(？))が与えられたこ

'~爵､
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とのあるもの。それ以外は(1)と同じく母乳だ

け。

(3) ｢full」母乳哺育

「exclusive」と「predominant」を区別

せずに用いた用語。

(4) ｢mixed」母乳哺育

母乳+formulaのこと(日本の「混合栄養」

に相当)。

(5) ｢partial」母乳哺育

母乳哺育しながらcomplementary food

を与えること。

(6) ｢any」母乳哺育（一部は日本の混合

栄養に該当）

これはAAPの定義(EUにはない)で， たと

えわずかでもとにかく母乳が与えられている

状態を指す。上記(4), (5)のほか極端な場合

｢乳房を含ませただけ」も含まれる。

（7） その他

多くの文献の中には上記の何れにも該当

しない日本の1か月， 4か月の母乳率のよ

うに出生直後は不問， 4か月時母乳だけは

どの定義にも当らない例があることをパネル

(研究班)は注目している。

るといったその国特有の「云いまわし」

(wording)に依存していることが判明する。

そして大ていの国では決められた月より前に始

めるのが実状らしい。 「6か月」といえば「5

か月から」と解釈されているらしい。ここでは

文献を2， 3紹介している。

（1） ヨーロッパ5か国調査(Schiess.EFSA.

J. 2009. 1423. 11-38) :ベルギー， ドイツ，

イタリア， ポーランド， スペインの5か国で行

われsolidの開始時期を[中央値(25-75パーセ

ンタイル値)(週数)]で表示している。結果は

人工栄養児[19(17-21)]，母乳哺育児[21(17-

24)]で人工栄養群の方が早い。また4か月ま

で(未満)に開始した例は人工群37.2％，母乳

群17.2％， 5か月までに開始は人工75％，母

乳50％， 6か月は96.2％と97.1％， 7か月99.3

％， 97.7％で7か月からという例は両群ともほ

とんどない－これが現実である。研究班は各

国の間の差は許容範囲であったとしている。な

おこの調査は乳児期の蛋白摂取量の差が後で

(小児期，成人後)どのように影響するのかを

調査する目的で始めた研究の途中経過として

の報告を引用したものである。この場合蛋白

質量はformula>>母乳は明白である。

(2) WH○の6か国での開始時期調査

(WHO,MGRS-2006-b) ブラジル，ガー

ナ， インド， ノルウェー， オマーン，米国の6

か国で1997-2003年に行われた8440児のsolid

開始月齢調査である。開始月齢は最短がオマー

ン4.8か月，残り4か国，ガーナ5.8か月の|順

であった。但しこの研究では対象の選定の条

件に少し問題がある。それは対象選定で①

exclusive母乳哺育を4か月以上続けた児，②

complementaryfoodの開始が120～180日の

間にある児,Opartial母乳哺育を少なくとも

12か月まで続けた児としたことである。

仰､

/~、1)-2 EU内の各国で出ている勧告

このEFSA文献のpll, 12の表1に各国毎に

complementaryfeeding開始時期の現状とそ

の勧告を出した担当機関名を網羅している

(表は省略)｡内容の要点は「WH○の6か月

Wexclusive母乳哺育を尊重し，児が健康に成

長発達してさえいればsolid開始は7か月から」

というところが多い。しかし4か月あるいは5

か月から勧告という国も残っている。しかも実

態は同じ国の中でも意見の違いが続いていて

詳しく見ると4か月とか17週とか120日と云い

まわし， 5か月目からは4か月完了を意味す
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表Butte(2002)の結果まとめ
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（3）研究班の結論(1－2）開始時期は家族

の考え， その国での食習慣とわずかな科学的

情報とで決められているのが現実である。

2）適正なcomplementaryfood開始時期設

定のための尺度

2)－1 栄養学的見解と栄養不足

（1）栄養学的評価は①母乳だけ(exclusive)

からcomplementaryfoodを加えるpartial母

乳哺育の期間にわたり，②先進国と途上国の

データは分けて，③月齢毎の栄養摂取量を求

め，④これを別に求めた「乳児栄養所要量」

と比較する形式で行われた。

（2） 乳児栄養所要量の決定：この目的には

次の何れかを採用した。①該当国の健康人口

の年齢別食事調査から，②要因加算法による

(体の維持と成長に係る種々な要因分を別々に

求め加算する)，③出納法(大便，尿，垢とし

て皮層から「出る」と摂取量の「入る」とか

ら計算する)， ある種の栄養素， たとえばビタ

ミンD,K,鉄，亜鉛などは母乳由来と母から

妊娠中に経胎盤的に児に移行した， いわば

｢蓄え」からの利用とを合算して求めている。

2)-1-1 Exclusive母乳哺育の栄養学的評

価一満期健康児の生後1年目の最

初の数か月について

(1) Butte(2002年)の論文:6か月のexclusive

母乳哺育は栄養学的適正さを保つという総説

でこの論文はWHOのエキスパート会議(2001.

ジュネーブ)のバックアップ論文となったもので

ある。

この結果は母乳摂取量(exclusive→partial)

のデータ(表)はいいとしてn(対象人数)は7

か月から後は少なすぎる(これしか集まらなかっ

た)と判定された。これらのデータをもとにButte

は「特定の栄養素の欠乏のリスクのある児の

割合」を次の方法で算出した。

①probabilityapproach(NRC, 1986)

②estimatedaveragerequirement(AR)

cutpointmethod(Beaton, 1994)

（2） 研究班が注目したのはfull母乳哺育だ

けで育った児の13人の結果でその1人1人の

月別の母乳摂取量の増加がとてもゆるやかだっ

たということで1か月目約700ml/B, 6か月

目800(710-936)ml/日で以後7か月848(746-

945)mll/B, 8か月818(720-1002)ml/B, 9

か月817(681-871)ml/日というデータである。

これはNeville(1988)の報告で13人は16件の別々

のデータから抽出したものである。

(3) Salmenpera(1985)の研究では198人の

満期健康児の中で36人が9か月までfull母乳

だけで哺育された例があるようにふつうの母親

でも母乳分泌は増やすことが出来るはずで，

例えば1人の母親が双生児に授乳するように

といった事態を想定している。そして母乳摂

取量を調節しているのは実は児の側であるよう

に思わざるを得ないと結論する。その場合何

故児が母乳摂取量を増やさないのか， その理

由は今はまだ明らかにされていない。 （児の飲

む量は直母の場合よりも搾母乳を与えた時に

増えることは神戸大の平田美穂名誉教授(男

性)が示したことは以前書いた，乳房からの直

母と濃度一定の搾母乳で児の食欲が変化する

のか興味はつきない｡）

（4） 母乳のエネルギー量，蛋白質含量の計

算は難しいこと

(i)母乳のエネルギー量の算出と補正

・母乳のエネルギー量の一番大きい変化は

/~、

'へ､、
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月齢 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

母乳摂取量

ml/B
699 731 751 780 796 854 867 815 890 910

、 (人） ← 131-376→ 34 27 16 10



夕鐺織軍』ﾝク･ミズ． ′'…'…'………'………,……,,……,…,…………，

1回の哺乳中の脂肪量の変化の影響であるが

この差も脂肪総量も月齢を経るごとに低下す

る。また個人差も大きい。しかし計算ではこれ

らをすべて一括して仮の値0.67kcal/gを哺乳

量測定値（哺乳前後の体重差)に乗じて求め

ている。さらに水分の不感蒸泄量を補正し月

齢毎のエネルギー量とする。これは児のエネル

ギー消費分プラスエネルギー蓄積分(成長に伴

う蛋白と脂肪などの増加に見合う分)に相当す

る。Butte(2002年)の計算ではexclusive母乳

哺育児では6か月まで，可能性としてはさら

にもう少し長期にわたりこれらを十分満たすに

足りる数字と報告している。

。しかし最近のReillyandWells(2005)の

綜説では母乳中の栄養素の利用可能性を評価

し直しエネルギーは0.62kcal/gが妥当としてい

る。こうなると計算はガラッと変わることにな

る。この論文はヨーロッパ，北米， オーストラ

リア， ニュージーランドでの研究でここでは

exclusive母乳哺育の6か月児のエネルギー摂

取量は524～574Kcal/日。これは同じ条件の

英国乳児の所要量632～649Kcal/B(FAO/

WHO2004)より少ない(不足)ことになる。 （摂

取量と比較する所要量算定が対象が異なると

いう弱点がある)。

･Kersting(2006)は1人1人の母乳摂取量

と体重測定の成績を男女別々に評価し摂取と

消費のエネルギーに差ナシと結論している。そ

してこのことからcomplementaryfoodsの開

始時期はこのように個々例について検討する

課題だがこれを丁寧に評価すれば6か月終了

で十分という結論が導かれたとしている。

(n)母乳の蛋白量の計算

本論文のその1からその3に記した通り母

乳中の蛋白量は牛乳に比しはるかに少ない。

その上出産後経時的にさらに減少を続ける。

しかし「こんなもんですむか」というのが母乳

のNPN(非蛋白態窒素)の多さと多様さである。

普通食品中の蛋白質はそのアミノ基のN(窒素）

をアンモニア(NH3)の形に変換し定量する

(kjeldahl法)が， クレアチニンや核酸，糖鎖

などに存在するアミノ糖などがNPNで母乳中

ではN全体の25％を占めるほど大量である。こ

れらは蛋白質と一律に扱えるものでなくこれを

どう読むかが問題となる。

・一方，乳児の安全蛋白所要量は今まで

FAO/WHO/UNU(2007)で1か月児1.17g/

kg/B(NPN含まず),その後漸減し, 6か月

児1.14g/kg/日とされてきた。この文献では

蛋白所要量もほぼ同じ数字でそれは6か月間

は母乳からの供給量に見合うものということが

要因加算法で示されている(賛成，同意する論

文2件)。

・これに反対する文献(ButteandGiarza

l985)では1か月児で1.6士0.3g/kg/日, 4か

月児0.9g±0.2g/kg/日とされ， これは体重

身長がZ-スコアで平均値をとりその後士0より

上とする時の値である(WHOの母乳のプール

データ)。 ［日本の国民栄養所要量(2015年版

が最近出た)はまだ算出基準が母乳と蛋白量の

多いformulaと別々の4か月までの基準として

おり今回の比較の参考にならないのが残念であ

る］

･DARLING研究(Dewey, 1992)は母乳哺

育児の成績だがそれとAkeson(1998)の4か月

から8か月のformula児について蛋白量13,15,

18g/2の3種の製品を用いて比較をしている。

高蛋白摂取であるがその乳児期の成長(体重，

身長)は母乳哺育児と差がなかったという。

･Dewey(1996-b)はホンジュラスで行った

研究でexclusive母乳哺育児に4～6か月にわ

たり蛋白質をサプリメントとして与えた(蛋白

/~肉、
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･Butte(2002)は母乳以外の食事由来の鉄

の必要性は鉄の貯えが少なくなる4か月以降

増加して来るがこれは要因加算法， 出納法，

安定アイソトープ法で求められる鉄の所要量は

0～6か月0.51ng/B, 6～12か月0.91ng/日と

推定されている。別の文献(Iom, 2001)では

平均所要量(averagerequirement;AR)とし

て6.9mg/日，多人数の摂取量参考値①opulation

referenceintake;PRI)として11mg/日を示し

ている。この数値は7か月以降は母乳では到

達不可能であり鉄をサプリメント(離乳食(そ

の3)参照)からあるいはcomplementaryfood

を与えられていない母乳哺育児は出生1年目

の後半に鉄が不足するリスクが高い(Butte20

02)。鉄を補うという上述の発想は年長児・成

人の栄養学である。鉄は過酸化作用があり，

抗酸化力の弱い乳児には毒性物質ともなる。

一方鉄の不足はミエリン化障害を介して神経

発達に影響する。不足も補足も問題について

は次回以降に詳述する。

(iv)亜鉛

亜鉛も鉄，銅と同じく満期産出生児には母

親からの貯えがある。母乳中の亜鉛も出生直

後は4～5I'Ig/2と結構多いが2か月目までに

急減する(0.5,ng/2)。また鉄と同様に母親へ

亜鉛をサプリメントとして与えても母乳中の量

は変わらない(Krebs,1995.Hannan,2009)｡

乳児の側の適正摂取量(adequateintake;

AI)は0～6か月児で2Ing/日とされるがこれ

は2.5mg/2の母乳を780ml/日摂取したとして

と仮定し算出した値である。

これに対し7～12か月の平均所要量＝2.5

mg/B,多人数の摂取量参考値=3'I'g/日でこ

れは要因加算法で求められた値である(Iom,

2001)。

Exclusive母乳哺育を6か月あるいはもう少

で増量)がその成長率は対照とした6か月間

exclusive母乳哺育児と差がなかった。

(iii)鉄

満期産児では経胎盤移行の貯金あり，母乳

中の鉄は極めて低くしかもさらに経時的に減

少する。 しかし満期産児は751ng/kgBWの鉄

を蓄えとして生まれて来る。膳帯結紮を2分

間遅らせるとさらに30～35mg/kgの増加を期待

できる(Hutton2007)｡ [この処置は日本では

多血症→母乳黄疸増悪の原因(？）を理由に行

わぬのが慣習で出生直後にとりあえずコッヘル

で結紮していたと思う］

･75mg/kgの貯金はfull母乳哺育児の成長に

伴うヘモグロビンとミオグロビン増加分の製造

に要する鉄を十分にまかないうる量である

(Chaparro2008)。

･Yang(2009)の論文は4か国の6研究の

メタ解析で対象は404名のfull母乳哺育児であ

る。 6か月時の鉄欠乏性貧血(IDA)を予測さ

せるのは，①男児（＞女児） ［調整オッズ比

(adjustedoddsratio:AOR) 7.6(95%CI

2.5-23.0)]と②出生体重2,500～2,999g[AOR

3.4(1.5-7.5)]，③出生後体重増中央値以上

[AOR3.4(1.3-8.6)]の3つであった。この研

究はガーナ， ホンジュラス， メキシコ， スウェー

デンで行われた。スウェーデンの鉄欠乏児(フェ

リチン12"g/2未満)はこの条件で6か月児の

6％， この内貧血(HblO.5g/dl未満)は2%・

研究班小括full母乳哺育児は6か月まで

はIDAはない。 しかし, 6か月になると上記

①②③に該当する児はリスクが高くなる。

･Salmenpera(1985)はexclusive母乳哺育

で9か月まで育てた児(n=36)は3.5か月でwean

開始した児に比し血清鉄とフェリチン値は有

意に低値を報告したがSiimes(1984)はヘモグ

ロビン値は差はなかったという。
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し長く続けると亜鉛欠乏になることが示唆され，

4か月時バランスがマイナスになる例は33％で

あるがこれらはすべて無症状である(Butte

2002)。 6か月になるともっと欠乏例が増えfull

母乳哺育児の一部に成長加速度低下がみられ

るようになる(Michaelson,1994)｡この時期が

bioavailableな亜鉛の含まれるcomplementary

foodの開始のタイミングであろう。

(v)ビタミンD

母親の血清25(OH)-D3の低い時， その母

乳はvitDが低い(この当時は知らなかったこと

だが本当はビタミンDの不足の判定は血清1.25-

(OH)2D3を測るのが正しい)。一般に北緯40

.C線から北は紫外線が少なくビタミンDの合成

が阻害され欠乏が多かったが，現在は都会の

高層ビルのガラスは大抵紫外線防除ガラスで

どこでも紫外線不足はおこりうる。この場合プ

ロビタミンDとされるデハイドロコレステロー

ルの問題である（これは日光浴でD3に変化。

干し椎茸に多い。生椎茸にはほとんどない)｡

、乳児のくる病予防にはビタミンD2.5"g/

日が必要とされ， 0～6か月児では5"g/B

が勧告されている(Iom,1997)。

、母乳中のビタミンDは紫外線の少ない地

区では栄養の良い母の母乳でも1"g/日とさ

れ， サプリメントなしでは6か月すぎには3人

に1人が欠乏状態にある。AAPでは「any」

母乳哺育でformula500ml/日以下の場合ビタ

ミンD2001U/日(平均所要量の1/2)をサプリ

メントとして与えることを勧告している。なお，

ビタミンDの過不足を調査したデータはない。

理由はEU､USでは大抵の場合，児にはサプ

リメントがすでに与えられていて調べようがな

いからとしている(日本では出来る)｡

(vi)ビタミンA

これも胎内で貯金のビタミンA(レチニルエ

ステル)と母乳中のビタミンAに依存する。母

乳中のビタミンAは母親の栄養状態で左右さ

れるため途上国や風土病的に問題のある国も

あるが先進国ではまずその心配もない。

(vii)ビタミンK

ビタミンA, D, Eと同様脂溶性ビタミンの

1種だがビタミンKは経胎盤の胎児移送(いわ

ゆる「貯金｣)は殆んどない。また母乳中にも

ほとんど含まれていない。腸内菌叢で産生され

るビタミンK1も母乳児に優位なビフィズス菌

には産生能力がない。もっとも母乳中のビタ

ミンKの増加は母親に薬用量のビタミンKを内

服させれば可能という説もある。

従って母乳哺育で自然のなりゆきにまかせた

場合新生児期（3～8週齢が多い)にビタミン

K欠乏性出血症を発症するリスクが高い。その

ためサプリメントを与えることになっている。

大抵の国はビタミンK1mg筋注(大臂筋はダメ

よ)をする(筋注は欧米の話)。脂肪と一緒に消

化吸収されるためリパーゼと胆汁酸が必要で，

筋注の方が日本のような内服よりも合理的で

ある。

（耐）母の状態で変動しやすい母乳の成分

母乳の成分は極めて安定しているのが特徴

である。この内脂肪の組成は菜食，肉食など

の食事中の成分が影響する。長鎖不飽和脂肪

酸(LCPUFA) (DHA､EPA(n-3系))は背

の青い魚に多いが魚を食べる習慣のないEU､

USでは母乳中欠乏が多い。これらは脳の発達

に重要とされ先進国では乳児用シリアルに鉄

とDHAが強化されている。

2)－2成長

2）－2－1母乳哺育児の成長と「WHOの成

長スタンダード曲線」

母乳哺育児はformula栄養児とは異なる成

長パターンを示すことは多くの報告がある

/~ﾍ
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似ていた(WHO-MGRS-c)｡

母乳哺育児の成長速度は乳児期を通じゆる

やかでこれがより健康的な成育パターンと考え

られた。これは多くの論文が成長速度の速い

ものほど後になって(成人後に)一見無関係に

みえる病気(non-communicabledisease),

たとえば肥満， 2型糖尿病，心血管系疾患

をおこすと指摘しているところだからの結論で

ある（4文献)。

2）－2－2 成長とcomplementaryfoodの

導入時期との関係調査

ここにはまず「exclusive母乳哺育児への

complementaryfeedingの導入適期を調べた

論文は多数ある」で始まる。しかしこれに続い

てとりあげた論文(Mehtal985)は当初の思惑

とは異なり3か月時で母乳哺育はすでにゼロに

なり, Kramer(2002と2009)は途上国，先進

国に分けたコクランレビューの検討がデータの

脱落が多すぎで評価不能と判定している。

Baker(2004)のはデンマークのデータで生後16

週にcomplementaryfeedingを始めたのは計

画通りだったが母乳哺育期間も何れも20週以

下だったなど失敗例ばかりを列挙している。そ

の上でSalmenpera(1985)の「適正時期研究

の難しさ」の理由をとり上げている。

・研究のほとんどが観察的研究でそのため

｢solid導入を早めた」といってもそれは「体重

増に満足しないためか｣， 「体重増が速すぎる

ためか｣，何れかは親の思いで決められ理由は

不明にとどまる。

･Solidの組成が成長にどのような影響があ

るのかも評価が難しい。一般には高蛋白食は

IGF-1の分泌増を介し身長，体重増を来す

(文献2件)。わざわざそれをねらってsolidを

という逆手にとったバイアスを作ろうという試

みさえある。

(Dewey l995, Agostoni l999, Kramer

2004)。これらを比較するとまず体重増は母乳

の方が生後1か月間はformulaに比して大き

くその後は乳児期全般にわたり増加率は減少

して行く。身長は体重ほど明瞭ではないが同

じ傾向を認めるというわけで母乳哺育児は1

年目の後半は少し細身にみえる（3文献)｡

両者の成長に差の出る理由はよくわからな

いが両方のミルク中の蛋白質の差が一定の役

を果していると推定される（5文献)。この差

を考えてWH○は母乳哺育児のための「成長ス

タンダード曲線」を作った。これはWHO(1983)

を参考に改めたもので,WHO(1983), 1977

USNationalCenterforHealthStastistics

GrowthCurve(NCHS1977) (formula-fed

が主である)に基いて作成したものだが今回の

新しいスタンダートはこれに置き代るものであ

る。

新しいWH○スタンダートの研究は1997から

2003年にわたって満期産のタバコを吸わない母

の母乳哺育児でdeOris(2004)が6か国(ブラジ

ル，ガーナ， インド， ノルウェー， オマーンと

US)の成績の集計を行ったものを基にしている。

出生時から24か月までと， これと横断(クロス

セクション)する形での研究を18か月～71か月

児について行った。内容はいろいろな環境の違

う国を選び出している。で， 74.7％の児はfull

母乳哺育(exclusiveとpredominant)を少なく

とも4か月まで続け， 68.3％はpartial母乳哺

育(full+solid)を少なくとも12か月まで続けて

いる。以上を含めとにかく母乳を与え続けた平

均持続期間は14.3か月である。Complementary

feedingは平均5.4か月に始められ6か国間での

幅は4.8～5.8か月である。99.5％は6か月まで

に始めている(WHO-MGRSGrow2006-a,b)。

6か国の子どもの成長パターンは驚くほどよく
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。そして何よりも「1人1人，その個人のた

めの理想の成長パターンは存在しない」という

ことである。－乳児期の成長が早いことが成長

速度仮説に云われるように小児期や成人後に

一見無関係にみえる病気(non-communicable

disease)と関連するという報告も多いのである

(SingahalandLucas2004)｡ しかしこれも

同じ乳児期であっても比較する時期を少し変

える（0～3か月か， 0～6か月か， 6～12か

月か)とまた違った答が出てくることも多いの

である。

・研究班の結論(2－2）

「complementaryfeeding開始時期は成

長には身長，体重，成長加速度の何れにも影

響なしと思われる」である。

2)－3発達

2)－3－1 神経・筋の協調

・満期健康児は出生直後から「原始反射」

の吸畷，嚥下と呼吸とを同調して出来る。 し

かし下顎の動きはまだみられない。その後いろ

いろな動きの成分を少しずつ成熟させて行き，

早くても4か月ころに顎の動きがものになり，

首と肩の安定化と相まって原始的吸畷は修正

され，成熟した形になってくる(Meyer2000)。

・口唇を閉じることは嚥下運動が成熟した

ものになった証擴で口唇を閉じることで可能に

なる口腔内圧上昇はその後5か月から3歳に

かけてさらに強化されてくる(Ayano2000)。

。こうなると口腔運動機能は「吸う」から

｢噛む」に移行する。この変化は典型例では5

から8か月ころ生じ同時に「スプーンから食べ

る」ができるようになる（生歯は7か月に始ま

る。それまでは歯ぐき噛みである)。

・8～9か月では指で食べものをつまむ，

12か月には噛んで呑み込めるようになるがこれ

は同時に「指でつかめる固さの食べもの」「噛

む動作の必要なもう少し固い，大きいもの」

が与えられるようになることを意味している

(CurruthandSkinner2002)。

。この時期に「塊のあるsolidを食べ始める」

ことへの臨界期がありこの時期を逃すと「塊の

あるもの」を食べられなくなる(Illingworth

andLister(1964))。しかもこれは10か月より

前に試みなければ後々には難しい(Northstone)

という。

・研究班の結論(2－3－1）

データがもっと必要だが大低の子は5か月で

スプーンで食べられるようになるものだ。 10か

月過ぎたら塊の混じった食べものを与えるよう

にしなさい。遅れると困ったことになりますよ。

2)－3－2食品の選択(好き嫌い）

・嗅覚で呼び起される匂い(フレーバー)のあ

る食品は人生のごく早期の(胎内， 出生直後）

の学習に大きく影響されることが明らかになっ

た。例えば胎生期の母の食べものの匂いは羊

水を介して胎児に認知される。この経験が親

近感となり出生後の児の食べものの好み，選

択に結びつく(Mennela2001)。

。この匂いを経る学習は母乳哺育児では母

乳を介して学習が続くものともいわれる

(ForestellandMennella2007)。

･complementaryfoodそのものからの学

習一同じものを繰返し食べることで親しみがわ

いて来るという(SullivanandBirth. 1994)。

・研究班の結論(2－3－2）

今のデータでは何とも云えない。

2)－3－3 消化と吸収

・出生時の冑，膵の酵素量が成人レベルで

ないのは勿論だがそれでも母乳中の栄養素は

完全に消化・吸収できている。その理由の1

つは母乳中の酵素，特にミルクの全エネルギー

の約半分を占める脂肪の分解酵素リパーゼが

/一§、

/~､

48



クク〃。〃。・・・。。。。。〃。。。。〃。〃〃。′・・・。･･･・・・・・クク・・・・。。・・・全)綴盲者ﾝグーズ鋼夕

育期間の長いほどさらに有利とする文献(Arenz

2004,Hander2005,WHO2007)もある。一

方母乳の影響はないというものも存在する

(Nelson2005,Michels2007)が肥満を増す

とするものは1つもない。

・母乳哺育が肥満を防ぐメカニズムはまだ

明らかでない。今までは対食欲効果を含む食

行動の影響が示唆されて来た。母乳に含まれ

るいろいろなホルモンの影響説もありもう1つ

は逆説的に高蛋白質のcomplementaryfoods

の早期導入が肥満の原因ともされてきた。 ［平

田(神大)の搾母乳ならfomulaなみに多量にの

む話はその後誰も追試していない］

･Complementaryfeedingの開始時期と

小児期の肥満のリスクとの関係を目標にした

文献（6件)もあるがすべて「影響ナシ」の結

果である。

・スコットランドからの前方視的研究ただ

1つだが15週以前のsolid開始群が7歳時に体

重体脂肪率が高いと云うものである(Forsyth

1993,Wilsonl998)。この例は2歳時には差

はないところから7歳時の肥満は「プログラミ

ング効果」の存在を示唆する。しかしこのため

にスウェーデンの母乳哺育児の正常発達曲線

が最終判定時に必要(今はまだない)である。

・註：プログラミング効果：臨界期あるい

は感受性期にうけた刺激や傷害が極めて長期

の経過後，時には生涯にわたる影響を体の構

造や機能に生じること(Lucas, 1991) [現代の

知識で考えると遺伝子への修飾(エピジェネシ

ス後成説)効果も含まれるのであろう]。

･Schack-Nielsenではデンマークの1951-

61生まれの5,068人， これではcomple-mentary

foodの開始の時期(すべて3～6か月）は小児

期の肥満のリスクに影響なかったがしかし42歳

時の追跡調査では遅れて始めた方が肥満のり

母乳に内在すること， その貢献が大きい（しか

しこれではformulaの消化吸収の説明はできな

い)｡

・研究班の結論(2－3－3）

今ある消化吸収のデータだけではcomplemen-

taryfeeding導入の適期は決められない。 し

かし4か月以降なら今まで問題のあった例はな

い。

2)－3－4腎機能

出生時の腎の水バランス調節能は各臓器の

内一番未完成といってよい。そのため腎溶質

を減らすことが求められる。外因性の主因は

電解質負荷， 内因性は蛋白質の窒素代謝物

(尿素など)の削減である。

両者を合わせたものがpotentialrenalsolute

load(PRSL)で， これが全溶質の50%以上を

占めている(Fomon2000)｡母乳のPRSLは97

mOsm/βで， 牛乳は308mOsm/2である

(EFSA, 2008)。このようなPRSLは母乳哺育

児以外で問題で特に感染など疾病で容易にバ

ランスが崩れる。

4か月以上になると腎機能は可成り成熟し

てくるので4か月以上のcomplementaryfood

開始で腎機能上問題はない。 しかしそれはう

す味が原則でWHOが許容する離乳食のNa+

200mg/100g(食塩として0.5%)をもしそれだ

け与えたとしてもそれだけで186mOsm/2にな

る(蛋白質など無視でも)のでご注意を(12か月

以上は300mg/100g)。

2)－4健康の面

2)－4－1 肥満と2型糖尿病

（1） 肥満

母乳哺育が肥満のリスクを下げるという文

献は極めて多数ある。

･WHO(2007)のメタ解析の1例をあげると

○RO.78(95%CIO.72-0.84)。これが母乳哺

/へ､
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スクは低かった(早い方が高い!)｡

・これ以外にベラルーシのPROBIT研究の

追跡調査でexclusive母乳哺育を6か月以上

群と3か月までの群との比較で3か月の方が

BMIが大で，皮脂厚と腰囲が有意に大きかっ

たことが判明した(Kramer2009)。 しかし

Kramer自身の解釈は成長速度の早い子の親

はcomplementaryfood開始を遅らせるから

というものである。このような論文も数多くあ

り,解釈で結論が転々としている。

・研究班の結論(2－4－1）

母乳哺育か否かを問題にせず肥満のリスク

を論じるにはエビデンスが欠けている。その一

方で数は少ないが3， 4か月より早い導入が

リスクになるとする論文の存在することを考慮

に入れておくべきである。

（2） 2型糖尿病

・母乳哺育が小児期，成人期の2型DMの

予防に役立つことにはエビデンスがある。

・Owen2006はメタ解析の76,744人の総説

で非母乳群に対し母乳哺育群に○R0.61(95%

CIO.64-0.85)の数字を出している。同じ報告

で母乳哺育児は血糖とインシュリンとのレベル

が小児期で低いこと， これが成人期にもわずか

の差ながら有意で続くことを示し母乳哺育は

インシュリン代謝に成人期に及ぶプログラミン

グ効果があり2型糖尿病リスクにも関係する

ことを示した。

･Complementaryfoodの開始の速度がイ

ンシュリンレベルに影響するかという点にはエ

ビデンスがない(研究班の結論も同じ)｡

2)－4－2 アレルギー

･Lack2008は「dualallergen仮説」 （ア

レルゲンの2面仮説)を提案している。 「アレル

ゲンは一方ではアレルギーをおこし，一方では

寛容を誘導する」という説である。アレルケン

はたとえexclusive母乳哺育児であってもそれ

を摂食した母から母乳を介しごく微量だが曝

露され， アレルギー反応を生じうる原因となり

うる(Tan2001)としている（この母乳由来抗

原感作説は現在では否定されている)。考えて

みれば同じ感作で経口寛容も考えられるのだが

現時点ではまだ動物モデルでの証明でしかない

(StrobelandMovat2006)。

。というのはcomplementaryfood開始時

期だけをアトピーのリスク因子として行われた

研究が母乳哺育児でも人工栄養児でもまだ実

施例がないからである。

「covariate」としてリスク家族の調整は行

われたにしてもアレルギー反応が出たため導入

が遅れるという「reversecausability(逆むき

の因果関係)」が対象から除外されることが多

い(Kull2005, Snijer2008)からでもある。

以下の数々の論文が紹介されているが評価

は上記に要約した通りさまざまである。そして

最後に最近出たAAPとESPGHANの提案が

一致した内容であったことで研究班の結論は

次の通り決定的なものになった。

「アレルゲン食品の導入開始を4～6か月

より遅らせてもそれでアレルギーを防ぐことが

出来るとする科学的で信頼に値するエビデンス

はない。これはアレルギー家系の子にも非アレ

ルギー家系の子に何れにも当てはまることであ

る｡」 ［文献:AAP(Green2008), ヨーロッ

パアレルギー学会小児科部会(H.st2008)

ESPGHAN(Agostoni2008),EFSA研究班

(2009)]｡

2）－4－3 自己免疫性疾患(セリアック病

(Celiac), I型糖尿病）

・セリアック病は小麦蛋白のグルテン(と類

似の大麦， ライ麦由来蛋白質)で生じる自己

免疫性疾患である。セリアック病患者の95％

/~、
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2006)では，①グルテン開始は4か月からでは

なく6か月からとする，②まだ児が母乳哺育

継続中に行うこととしている。

・これに関する系統的綜説とメタ解析が1966～

2004の文献について行われ， グルテン導入期

に母乳哺育が続けられている群をプールした結

果は, ORO.48;95%CIO､40-0.58で， これ

はまた母乳哺育期間が長いほどセリアック病の

発症率は低かった(Akobeng2006)。

。「DAISY研究(1994-2006)」は唯1件の

前方視的観察研究でコロラド州デンバーで1,560

人のコホートについて行われその発症率の評価

は児4.8歳時に行われた。このコホートはセリ

アック病やI型糖尿病のリスクが高いとされる

HLA-DR-3(現在のDR17)の陽性者とDR-

4(+)alleleをもつ児あるいは第一級親族にI

型糖尿病を持つ児が含まれている(Norris

2005)。

方法は「児が小麦，大麦， ライ麦といった

グルテン含有食品を食べるとその結果，血清

tissuetransglutaminase抗体価が上昇して

くる。その値はHLA-DR-3に対する調整後

で5倍のリスクになる。グルテンを3か月まで

に始めると4～6か月群に比しハザード比は

[HR5.17;95%CI 1.44-8.57]に上昇し7か

月以上の開始もわずかだが上昇する[HR1.87

(0.97-3.60)]。なおこのリスクの計算は麦以外

のその他のcomplementaryfoods食品の導入

時期とは独立して行われたものである。

・これをセリアック病であることを生検で確

認した25人の児だけに限ると3か月以前と7

か月以降のグルテン導入群はセリアックの自己

免疫性を4～6か月群に比し著しく高めるこ

とが示されている[ハザード比HR22.97;95%

CI4.55-115.93及びHR3.98(1.18-13.46)]｡

このようにグルテンの導入開始時期については

はHLA-DQ8あるいはDQ-2のハプロタイプ

を有する(北欧での一般人での出現頻度は30%

(Myleus2009)。遺伝素因はセリアック病の

発症には必要条件だが十分ではない。この項

は内容豊富で少し詳しく紹介する。

・セリアック病は1984-198脾にかけてスウェー

デンで流行病のように多発したことがある。当

該年の発症率は2歳以下の子で例年の4倍だっ

た(Ivason2000)。

。この原因が乳児栄養に関する政府勧告が

変更されたことにあることは今までははっきり

している。それはグルテンの開始を「4か月か

ら」だったものを「6か月から」に遅らせるこ

とという勧告で，同時に6か月からの母乳哺

育の中止も勧告され，そのうえ市販のベビーフー

ド中のグルテンの増量と3つのことが同時実施

されたという偶然が重なったことにある。

。この結果の追跡調査は1993年，児の12歳

時に行われた。発症率は3％[29/1000；95％

CI2.5-3.3]で， これはスウェーデンのそれまで

の数値1％より高率であった。

・ケース対照試験で「グルテン摂取開始時

にまだ母乳哺育を続けていた児」はその率がさ

がり[ORO.59;95%CIO.42-0.83], 「この時

期をこえて母乳がさらに継続された児ではもっ

と低率となった[ORO.36;95%CIO.26-0.51]｡

・グルテン増量のベビーフード(小麦で7g/

日相当)で始め， 2週間後に16g/日相当以上

にした群は増やさなかった群に比しリスクが高

かった[OR1.5;95%CI 1.1-2.1] (Iverson

2002)。グルテン開始を5～6か月から1～4

か月へと早めた群と， 7～12か月に遅らせた

群との比較は優劣は見出せなかった(差なし)｡

。この結果からスウェーデンでは1996年に新

しい勧告が出され，その後セリアック病の発症

率は低下して来ている。この新勧告(Carlson

/‐、
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少数例ではあるが時間制限のあることがはっき

りした。

。 I型糖尿病のリスクに関連しては①母乳

哺育の期間が短い,@solidの導入時期，③大

豆蛋白formula,④乳児期早期のグルテン，

小麦消費などで高くなることの文献がある

(文献5件)。

。 I型糖尿病のリスクの可能性の高いもの

にはグルテンの摂取時期もある。膵島に対する

自己抗体はI型糖尿病の症状発現の何年も前

から陽性となることはすでにエビデンスがある。

これに関してHLAゲノタイプに基づいた対象

にした研究がデンバーで行われ， これではI型

糖尿病の抗体がグルテンを含むシリアルの導入

開始が3か月以前あるいは7か月以降に行わ

れたものは4～6か月群に対し[HR4.32(2.0-

9.35)及びHR5.36(2.08-13.8)]と高率であった

(Norris2003)｡これもシリアル導入が母乳哺

育が続いている時に行われるとリスクは著しく

削減される[HRO.50(0.25-0.99)]。

・前方視的研究のBABYDIABはドイツで

行われ，両親の何れかが5歳までにI型糖尿

病であった対象児の1,610人でグルテンを3か

月以内に始めた児は単に母乳哺育だった児に

比しI型DMの自己抗体出現リスクが高かっ

た[HR4.0(1.4-11.5)]。 しかしこの研究では7

か月以後のグルテン導入にはふれられていない

(Ziegler2003)。

・スウェーデン南東部の普通の子のコホート

で657人－これは2か月以内から人工栄養(牛

乳蛋白方式formula)でグルテン導入開始を6

か月からということにして児の1歳から2.5歳

までにI型DM自己抗体が少なくとも1種類

陽性を示すリスクが有意に高くなった[OR5.8;

95%CI1.3-25.5] (Wahlberg.2006)。 この

ような明確なエビデンスの報告の一方でI型

DMと乳児期早期のグルテン・小麦の消費と

の間には関連はないとする（4ツの文献)も引

用されている。

・研究班の結論(2－4－3）

4か月未満のグルテン早期開始がセリアッ

ク病とI型糖尿病を増すという点に注目して

いる。その逆にグルテン導入を4～6か月に

行いしかも徐々に増やす，母乳哺育を継続中

にこれを行うことが両者のリスク削減に役立つ

ことも注目に値する。

＜小池追加＞

私はここに挙げられたI型DMと膵島自己

抗体の文献を直接読んでいないが少なくとも

2013年7月の現在， この抗体は次の5種類が

知られている(成人レベル)｡しかしその中には

tissuetransglutaminaseの名はない(私の調

査不足？)。まだ追求の余地ありと思われる。

①抗GAD抗体(グルタミン酸脱炭酸酵素）

②抗1A-2抗体(インシュリン関連蛋白-2)

③インシュリン自己抗体

④ZnT-8(亜鉛輸送担体-8)

⑤抗ICA抗体(膵島細胞抗体）

2)－4－4感染症

母乳哺育の感染予防への貢献は明らかであ

る。これは①受動免疫，②免疫系の成長・発

達を促すの2面の直接作用以外に多方面の有

益性のあることは前報までに示して来た通りで

ある。

。その結果の感染率の削減は途上国だけで

なく先進国でも有意差のあることが示されてい

る。何れも母乳の効果である。

。①PROBITスタディ(Kramer:JAMA,

2001)これはWH○－2001の「母乳哺育10か条」

の元になったもの。②米国とヨーロッパの研究

(Rehhan2009など5件)。

・これらは母乳は哺育自体と哺乳期間の両

/~、
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率はexclusive母乳哺育で4か月時17.5%, 6

か月時1.2％である。下痢と下気道感染症の入

院率(月毎)は母乳哺育児がformula児に比し

有意に低かった。これは児がcomplementary

foodをその月に与えられていたか否かとは独立

していた(関係はなかった)。

・研究班の結論(2－4－4）

①母乳は感染症の罹患率を下げる。さらに

これは母乳哺育期間に比例する。

②Complementaryfood開始は3か月以

前は感染のリスクを増す。 しかし4か月以上

開始では差はない。

2)－4－5歯科保護

Complementaryfood開始時期と齪歯の関

係をみた論文は絶無に等しい。唯一の観察的

研究では開始時期の遅いほどORは高くなる

(Bray2003)。

･PROBITスタディ(Kramer 2001)では

intention-to-treat解析でexclusive母乳哺育

3か月と6か月の間の比較では6.5歳時の齪歯

は差がなかった。

方で有意差を示した。なお母乳の方が劣性と

いう結果(母乳の方が感染が多い)を示したも

のは皆無だった。

・これに対しcomplementaryfood導入開

始時期と感染との関連をみたものは少なく，

まず母乳哺育と人工栄養と分けてこの点を検

討した論文すら見当らない。

この事実を無視して論文を探してみると

･Dundee(英国)で行われた前方視的観察

研究(ForSythl993)｡ これは671名の児で

complementaryfoodを8～12週に始めた群

は12週以上群に比し呼吸器疾患と持続する咳

のリスクが有意に高かった(両群とも早すぎる)。

・ ミレニアムベビースタディ(英国)は前方視

的コホート研究(Wright2004)で1,604児が対

象である。感染症増加を13か月まで追跡観察

し「3か月以前」にsolidを始めた群は4か月か

ら群に比し，下痢の増加[OR1.65 ; 95%CI

1.09-2.5]が見られた。これは特に6週から4

か月時までの間で多かったとしている。これは

4か月目の母乳，非母乳で調整した後の比較

である。 しかし与えたsolidの内容の記載はな

い。

･Morgan(2004)の綜説は5件の前方視的

ランダム化研究を合わせて1,694児が対象であ

る。開始時期で「12週未満」を「12週以上」

と比較した追跡調査は18か月までで母乳の哺

育の補正後，下気道感染症と冑腸炎いずれも

全く差はなかったとしている。

・ ミレニアムコホートスタディ(英国)は最も

新しい研究である(Quigley2009)。満期産児

15,980児を母乳か人工栄養かで分けcomple-

mentaryfood開始時期の影響を8か月まで

追跡評価している。このコホートの母乳哺育

ノー、

最後に

さて本編ではESPGHANとEUの2つの方

針をまとめた。セリアック病という日本には

まず一生見ることもない病気の話を延々と続

けたのは最近のわが国のパン食の普及と小麦

アレルギーの増加，食生活の変化を考えたか

らである。

さて次号には乳児期という発達期の鉄欠乏

が知能，行動に生涯取り返しのつかぬ禍根を

残すという話に触れたい。これは年長児のよ

うに単に鉄剤を与えればいいということでは

済みそうもない話である。
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てんかんの薬物療法
この扣年で変わったこと

岸 高 正国家公務員共済組合連合会広島記念病院小児科

はじめに

小児科領域でのてんかんの薬物療法は， こ

の,0年間で大きな進歩を遂げたと言っても過

言ではない。その原動力は，最近整備された

小児てんかんの包括的治療ガイドラインと新

規抗てんかん薬の上市に他ならない')。てん

かんの治療の基本は，正確な発作型さらには

てんかん症候群の診断の上に成り立ち， その

診断に基づき的確に治療されることである。

てんかんの治療では，薬物療法が中核をなす

が，最近上市された新規抗てんかん薬は，従

来無効であったてんかんに有効であるばかり

でなく，多くは従来の抗てんかん薬に比較し

副作用が少ないという特徴を有している2)｡

本稿では，小児のてんかんの薬物療法に関し

て， その基礎となる治療ガイドラインに基づ

いた治療方針と新規抗てんかん薬について概

説する｡

女性患者への配慮の不備，不十分な情報提供

や助言などが危倶されている3)。

てんかんは，抗てんかん薬の投与で2/3の

患者は寛解する予後の良い疾患であり，適切

なてんかん治療は，予後を改善させるばかり

でなく，社会活動，教育，雇用の面でも改善

が生じると考えられ，てんかん診療において

ガイドラインを作成することによって， その

診断，治療， ケアを向上させることは有意義

といえる。 しかし，診療ガイドラインは，標

準的な診療を示したものであり，必ずガイド

ラインどおりに診療を行うことを医師に要求

するものではなく，逆にガイドラインどおり

に治療を行えば， いつも治療が上手く行く訳

でもなく， あくまでも最大公約数的な標準的

診療と理解されるべきである3)。

小児てんかんにおける新規抗てんかん薬の

処方については，現状では本邦の治療ガイド

ラインには十分な記載がない。そのため，新

規抗てんかん薬については，現在最も良く利

用されている英国のNational lnstitutefor

HealthandClinicalExcellence (NICE)改

訂版(2012)4)によるのが良いと考えられてい

る。以下， 日本てんかん学会の小児てんかん

の包括的治療ガイドライン5)とNICE4)を参

考に小児てんかんの薬物療法について述べる。

/~、

ノー、

1 ．診療ガイドラインの位置づけと使い方

てんかんはその有病率が6-8人/1000人と

され，比較的患者数が多いが，本邦ではてん

かんを専門とする医師は少なく十分な数とは

言えない。日本てんかん学会認定のてんかん

専門医は2014年12月の時点で500人前後しか

おらず，圧倒的な専門医不足の状態にある。

つまり，多くのてんかん患者の診断や治療に

は，てんかん専門医以外の医師が携わってい

ることを示している。そのため，誤診，不適

切な抗てんかん薬の投与，妊娠前・妊娠中の

2．薬物療法の実際

小児てんかんにおけるてんかん診療の流れ

をアルゴリズムとして図に示す。小児期には
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1 I初回の発作
以下は治療開始も考慮

神経学的異常 てんかん性脳波異常

脳画像異常 再発リスクの受容不可
ト

| 原則として無治

【 2回目の発企

ト
｜ 治療開始を椎ゞ

原則として無治

治療開始を推奨

少

療

、
４

以下は治療延期も考慮

パナエトポラス症候群

中心・側頭部に鰊波を示す良性てんかん

伝

↓
第1選択

症候群による選択

発作型による選択

声堅

ト
発作の持続

一「
・治療の再

一「

4k ↓
発作の抑制が2～3年以上

↓
ｌ
ｒ

卜

治療終結を考慮

再発リスクの検討社会的要因の検討

診断・治療の再検討

↓第2選択

症候群による選択

発作型による選択

↓

岸治療終結を決定を決定 治療継続を決定

↓↓
EF 、

発作の持続 」L

↓

■
專門医に紹介

・多剤併用療法

・外科療法

辰・ケトン食療法

2

2

～3カ月以上かけ漸減中止かけ漸減中止

土
押 '寛解

↓へ

L_
l

～3年でフォローアップ終了
一

治療の再開

図薬物療法の開始から終結まで（伊藤進小国弘量， 2014より引用）

熱性けいれんや軽症下痢に伴うけいれんなど

てんかんには含めない機会性けいれんと呼ば

れる一群が存在し， これらはてんかん治療か

らは除外される。

小児において，発熱や胄腸症状を伴わない

初発の非誘発性発作が出現した後， 2回目の

発作が出現する可能性はおおよそ5割とされ，

一般的に十分な家族への説明と同意があれば

2回目以降の発作から治療を開始することが

推奨される。ただし，惠児が神経学的異常や

てんかん性脳波異常，神経画像検査での異常

所見を有しており，再発リスクが高いと想定

される場合や，本人や家族の再発に対する不

安が強いなどの場合には，初回発作からの治

療も考慮されるべきである5)。一方，パナエ

トポラス(Panayiotopoulos)症候群や中心・

側頭部に鰊波を示す良性てんかん(benign

epilepsy with centrotemporal spikes:

ﾗラ
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BECTS)では，発作の総回数が少なく夜間

のみであることも多く， 自然治癒も期待でき

ることから， 2回目の発作が出現しても治療

しないことも多い6)。

2回目以降の発作がみられ，治療が必要な

場合の一番大切な点は正確な発作型の確定と

てんかん症候群の診断となる5)｡新規に発症

した小児のてんかん患者を対象にした検討で

は， 68％が焦点性(部分)発作’ 23％が全般性

発作と診断され， さらに3'％が特定のてんか

ん症候群と診断されたとされた7)。小児期に

みられるてんかん症候群は， 「脳波・臨床症

候群」あるいは「特定症候群」として好発年

齢，脳波所見，発作型などから診断され，治

療，管理および予後に重要な意義を持つこと

から，診断がつけばてんかん症候群に基づく

治療を優先する必要がある8)｡

てんかん症候群の治療では，特定の抗てん

かん薬の有効あるいは無効が判明しているこ

とが多いため，てんかん症候群の診断が確定

している場合には， それに基づく第一選択薬

を開始する。この第一選択薬については，多

少， ガイドラインごとにあるいは国や地域に

よって相違がみられることがあるが，本邦で

/…ヘ

表1 NICEガイドラインによるてんかん症候群別の抗てんかん薬の選択
（伊藤進小国弘量， 2014より引用）

/…、

抗てんかん薬はアルファベット順(ウエスト症候群以外)，太字は本邦では未承認

GTCS:全般性強直間代発作ACTH:副腎皮質刺激ホルモンFBM:フェルバメート
PSL:プレドニゾロンSTP:スチリペントール
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第1選択 併用薬
三次診療で

考慮されうる薬
避けるべき薬

ウエスト症候群
(結節性硬化症による）

専門医に相談か
紹介VGB, PSL
またはACTH

ウエスト症候群
(結節性硬化症以外による）

専門医に相談か
紹介PSLまたは
ACTH,VGB

ドラペ症候群
専門医に相談か
紹介
VPA,TPM

CLB.STP

CBZ,GBP

PHT,OXC
TGB.VGB

LTG

PGB

ミオクロニー失立発作てんかん 専門医に紹介

徐波睡眠時に持続性鰊徐波を
示すてんかん

専門医に紹介

ランドー・クレフナー症候群 専門医に紹介

レノックス・ガストー症候群
専門医に相談か
紹介VPA

LTG FBMRUF.TPM
CBZ,GBP'OXC

PGB,TGB,VGB

パナエトポラス症候群

中心・側頭部に鰊波を示す
良性てんかん

遅発型小児後頭葉てんかん
(ガストー型）

CBZ, LTG, LEV
OXC.VPA

CBZ｣
LTG

VPA

CLB

LEV

TPM

GBP

OXC

ESL

PHT,
VGB

LCM

PGB

ZNS

PB

TGB

小児欠神てんかん

若年欠神てんかん
ESMLTG.VPA ESMLTG.VPA

CLB.CZP. LEV

TPMZNS

CBZ.GBP. PHT

Ｃ
Ｂ

Ｘ
Ｇ

Ｏ
Ｖ

PGB.TGB

若年ミオクロニーてんかん
LTG. LEV.VPA

TPM

LTG'LEV.VPA

TPM
CLB.CZP.ZNS

CBZ'GBP

Ｃ
Ｂ

Ｘ
Ｇ

Ｏ
Ｖ

PGB

PHT

TGB

GTCSのみを示すてんかん
CBZ. LTG.OXC

VPA

CLB
VPA

LTG. LEV

TPM

特発性全般てんかん LTGVPA,TPM
LTG. LEV,VPA

TPM
CLB.CZP. ZNS

CBZ

Ｃ
Ｂ

Ｘ
Ｇ

Ｏ
Ｖ

GBP, PHT
PGBTGB
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一選択薬を開始する。本邦では，焦点性(部

分)発作ではCBZが選択され，全般性発作で

はいずれの発作型でもVPAが選択されてい

る。また,NICE4)では，焦点性および全般

性発作の両者とも新規抗てんかん薬のレベチ

ラセタム(LEV), ラモトリギン(LTG), トピ

ラマート(TPM)も第一選択薬の一つとされて

いる（表2)。

抗てんかん薬処方の実際は，眠気や薬疹な

どの副反応を防止するために，維持量の1/4-

1/3程度の投与量で開始し， 1－2週ごとに

漸増することが望ましい。維持量に達したと

思われれば，薬物血中濃度を測定し，有効血

中濃度を参考に維持投与量を決定する。ただ

し， この有効血中濃度は， あくまでも目安で

あって， より少量で有効な症例があり，必ず

しも有効血中濃度までの増量が，発作コント

ロールに必要とはされていない。また，有効

血中濃度測定の時期は，一般にそれぞれの抗

てんかん薬は， その半減期の5倍程度の期間

で定常状態に達するとされ， この時期の採血

が有用である。

の治療薬の一例を紹介すると焦点性(部分)て

んかん症候群のうち良性乳児てんかんではカ

ルバマゼピン(CBZ),パナエトポラス症候群

f'BECTSではバルプロ酸(VPA)やCBZが選

択され，全般性てんかん症候群のうち，乳児

ミオクロニーてんかん，若年欠神てんかん，

若年性ミオクロニーてんかんではVPA,全

身の強直発作を伴わない小児欠神てんかんで

はVPAの他にエトサクシミド(ESM)も選択

されている5)。また，てんかん性脳症のうち，

ウエスト(West)症候群では，副腎皮質刺激ホ

ルモン(ACTH)療法の実施前に， ビタミンB6,

VPA, ゾニサミド(ZNS)がしばしば選択され

ている9)｡NICE4)では， ドラベ(Dravet)症

候群やレノックスーガストー(Lennox-Gastaut)

症候群では, VPAが推奨されている。焦点

性および全般性てんかん症候群の両者とも新

規抗てんかん薬のレベチラセタム(LEV), ラ

モトリギン(LTG), トピラマート(TPM)も第

一選択薬の一つとされている（表1)｡

一方，特定のてんかん症候群の診断がつか

ない場合には，てんかんの発作型に基づく第

'へ、

表2 NICEガイドラインによるてんかん発作型別の抗てんかん薬の選択
（伊藤進小国弘量， 2014より引用）

'鯨一､

抗てんかん薬はアルファベット順太字は本邦では未承認

CBZ:カルバマゼビンCLB:クロバザムESL:エスリカルバゼピン酢酸エステルESM:エトスクシミド

GBP:ガバペンチンLCM:ラコサミド LEV:レベチラセタムLTG:ラモトリギン

OXC:オクスカルバゼピンPB:フェノバルビタールPGB:プレガバリンPHT:フェニトイン

PIR:ピラセタムRUF:ルフィナミド TGB:チアガビンTPM: トピラマート VGB:ビガバトリン

VPA:バルプロ酸ナトリウムZNS:ゾニサミド
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第1選択 併用薬
三次診療で

考慮されうる薬
避けるべき薬

焦点性（部分）発作
CBZ,LTG,LEV'OXC
VPA

CBZ,CLB,GBP,LTG

LEV,OXC,VPA,TPM

ESL,LCM,PB,PHT

PGB,TGB,VGB,ZNS

全般性強直間代発作 CBZ,LTG,OXC,VPA
CLB,LTG,LEV,VPA
TPM

強直ないし脱力発作 VPA LTG RUF,TPM
CBZ,GBP,OXC

PGB,TGB,VGB

欠神発作 ESM,LTG,VPA ESMLTG,VPA
CLB,CZP,LEV,TPM
ZNS

CBZ,GBP,PHT

OXC,PGB,TGB
VGB

ミオクロニー発作 LEV,VPA,TPM LEV,VPA,TPM CLB,CZP,PIR,ZNS

CBZ,GBP,PHT

OXC,PGB,TGB
VGB
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3．新規抗てんかん薬の特徴と適応

a)新規抗てんかん薬とは

本邦では諸外国で使用可能な抗てんかん

薬の導入が大幅に遅れていたが, 2006年以降

ガバペンチン(GBP), トピラマート(TPM),

ラモトリギン(LTG), レベチラセタム(LEV)

の4剤が10年以上遅れて承認された。これら

2000年以降に導入された抗てんかん薬を新規

抗てんかん薬と呼んでいるが， これら4剤は

16歳以上の成人の二次性全般化発作を含む部

分発作に他剤との併用療法として認められた。

当初, LTGのみは小児適応があり， また強

直間代発作とレノックスーガストー症候群の

全般発作にも適応症が認められた。その後，

GBP, TPM, LEVでも成人同様の小児適

応(2歳以上， 3歳以上あるいは4歳以上)が

承認された。また，希少疾患にたいするオー

ファンドラッグとして， ドラベ症候群に対し

てスチリペントール(STP), レノックスーガ

ストー症候群にルフィナミド(RUF)が承認さ

れた（表3)。なお, LTGについては, 2014

年10月から単剤投与が承認され, LEVは，

単剤投与の認可申請中である。本稿では，新

規抗てんかん薬のうち比較的使用頻度の高い

GBP, TPM, LTG, LEVを中心に， その特

徴と適応について概説する。

b)新規抗てんかん薬の有用性

新規抗てんかん薬は，一般的に既存の薬剤

に比し副反応が少なく，忍容性に優れ，薬物

相互作用が少ない，催奇形性が低くより安全

/~、

表3新規抗てんかん薬の特徴と適応（大塚頌子, 2014より引用）

/~、

LGS:Lennox-Gastaut症候群VPA:バルプロ酸CLB:クロバザムPHT:フェニトインCYP:cytochromeP-450

＊13歳以上の小児は成人量と同じ ＊*肝のグルクロン酸抱合を有する抗てんかん薬との併用時には約13時間，バルプロ酸と

の併用時には約70時間すべての用量は1日量で示した
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一般名(記号）
ガバペンチン

(GBP)

トピラマート

(TPM)

ラモトリギン

(LTG)
レベチラセタム

(LEV)
スチリペントール

(STP)

ルフィナミド

(RUF)

日本での承認 2006 2007 2008 2010 2012 2013

欧米での承認 1993 1995 1995 1999 2007 2007

日本の適応症 部分発作(併用） 部分発作(併用）
部分発作,強直間
代発作,LGSの全
般発作(併用）

部分発作(併用）

Dravet症候群の
間代発作，強直
間代発作(VPA
+CLBに併用）

LGSの強直発作
と脱力発作(併
用）

開 始 量
成人* ：600m9

小児:10mg/k9

成人:50mg/100
m9

小児:1mg/k9

年齢と併用薬で
異なる

成人:1,000m9
小児:20mg/k9

20mg/kgまたは
1,000mg(50kg以
上）

成人 ≧31kgの

小児:400mg, そ
の他の小児:200

m9

維 持 量

成人*:1,200-1,800
m9

小児:25-35ITE/
k9, 40mg/k9
(年齢による）

成人:200-400

小児:6mg/k9
m9 年齢と併用薬で
異なる

成人:1,000-3,000
mg

小児:20-60mg/
k9

20-50mg/kgまた
は1,000-2,500mg
(50kg以上）

成人 ≧31kgの

ﾉIVE:1,8002,40Q
3,200mg, その他
の小児:1,000mg

最 大 量
成人* :2,400mg
小児:50mg/k9

成人:600 Ing
小児:9mg/k9

年齢と併用薬で
異なる

成人:3,000m9
小児:60mg/k9

50mg/kgまたは
2,500mgの少ない
方

生物学的半減期 5－6時間 19-23時間
約13時間／約70
時間

＊＊ 7－9時間 8-11時間 8－11時間

タンパク結合率 ほどんどなし 15-41％ 53-56％ ほとんどなし 99％ 34％

薬物相互作用 ほとんどなし あり(PHT↑なと） あり(重要） ほとんどなし あり(CLBなど） あり

主要代謝酵素 (_） CYP3A40
グルクロン酸転
移酵素

アセトアミド基

の酵素的分解
CYPは関与しな
い

抱合および酸化
反応

CYP1A2,2C19,
3A4

カルボキシエス

テラーゼ

CYPは関与しな
い

肝代謝/腎排泄 100%腎排泄 30%肝, 70%腎 主に肝代謝 主に腎排泄
主に肝代謝，－

部腎排泄
主に肝代謝

特徴的な副作用 体重増加
食欲不振，精神
症状，尿路結石，
乏汗症緑内障

軍痒薬疹，興奮，
不眠

精神症状，興奮，
不眠

食欲不振 食欲不振，嘔吐
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に使用できるとされる10)oまた，未治療患者

にたいする最初の単剤治療を検討した英国の

SANAD試験11),12)によると，特発性全般て

んかんに対するVPAとLTG, TPMでは，

VPAがTPMより忍容性に優れ, LTGより有

効であり， この群のてんかんの第一選択薬は

VPAとすべきだが，催奇形性については留

意されるべきとされた。一方，局在関連性て

んかんに対するCBZとLTG, GBP, TPM,

オクスカルバゼピン(OXC)の均等割付けの結

果では, LTGは発作抑制の有用性について

はCBZと同等であり，忍容性などを考慮する

とこの群の第一選択薬はLTGにすべきと結

論している。また，他の検討では，やはり最

初の単剤治療で全般てんかんや局在関連性て

んかんを対象とし, LTGとLEVの治療効果

や忍容性に差がないことが報告され， その有

用性が立証された13)｡

難治てんかんに対する検討では，難治てん

かん患者に対して追加投与された新規抗てん

かん薬により， 5－8％の患者で発作が抑制

され， 26-51％の患者で発作が50%以上減少

すると報告されていた'4)。一方，発作が未抑

制の成人患者を対象として，新規抗てんかん

薬に限らず，新たな薬を追加したときの発作

の改善について検討した報告では，中央値'8

ヶ月の観察期間中に'6％で発作が抑制され，

50％以上発作が減少した症例が21％でみられ

たとした'5)。以上より， たとえ難治てんかん

と思われても，使用していない抗てんかん薬

があれば， それらの薬物の使用で発作が改善

する可能性は一定の割合で存在しうることを

示している。これらの事実からすると新規抗

てんかん薬は既存の抗てんかん薬と比較して

その効果や抗てんかんスペクトラムが広い夢

のような薬ではなく，副反応の少ない治療薬

剤の選択肢が増えたと考えるのが妥当と思わ

れた。

c)個々の新規抗てんかん薬の特徴と適応

1）ガバペンチン(GBP)

本邦では， 2006年に初めて承認され， その

後小児に対する適応追加も得られている。そ

の後上市されたTPM, LTG, LEVに比較す

ると適応スペクトラムが部分発作に限られ，

全般発作に用いるとミオクロニー発作や欠神

発作が増悪することがあると報告されている16)。

発作に対する有効性は,TPM, LTG, LEV

に比較すると低めであるが2)，肝代謝を受け

ず，蛋白結合もほとんどないため，薬物相互

作用が少ない点が利点とされる。副作用も一

般に少ないが，半減期が短く，比較的急速に

増量でき，効果判定が速やかに出来る利点も

あるが，十分増量しても無効なため減量する

場合には，発作が頻発する場合があり，減量

は慎重に行う必要があるとされる2)。最近で

は，神経障害性嬉痛によく用いられている。

2） トピラマート(TPM)

欧米では，部分発作の併用療法以外に， レ

ノックスーガストー症候群にみられる全般性

強直間代発作の適応で承認されている。また，

部分発作に対する単剤療法の適応でも追加承

認されている。本邦でも成人の部分発作に続

いて, 2013年に小児の部分発作の併用療法が

承認された。

部分発作に対する有効性が高い一方，本邦

では適応外使用ではあるが， ウエスト症候群，

更にはレノックスーガストー症候群を含む難

治性てんかんにも有効であることが報告され

ている。効果の切れ味はよく，発作だけでな

く脳波異常も速やかに改善し，反応性も改善

するとされる'7)。英国の治療ガイドライン

(NICE)4)において，てんかん症候群では特

'へ、
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発性全般てんかんと若年性ミオクロニーてん

かん， ドラベ症候群の第一選択薬として，第

二選択薬としては多くの症候群で推奨されて

いる（表1)｡

TPMは新規抗てんかん薬の中では忍容性

にやや問題がある。食欲低下による体重減少

や高用量での精神症状に注意を要する。また，

炭酸脱水素酵素阻害作用を有するため，発汗

減少により体温上昇を来す恐れがあり，同様

の薬理作用を有するZNSとの併用には注意

を要する。合成ACTH療法やケトン食療法

では，尿路結石ができやすいとされ， これら

の療法との併用では，尿路結石の発症にも留

意がいる。薬物相互作用では，併用により

PHTの血中濃度上昇，酵素誘導をかける薬

との併用でTPMの血中濃度が低下すること

に留意すべきである。

3）ラモトリギン(LTG)

本邦では，当初行われた臨床治験が重症薬

疹のため頓挫し，緩徐漸増による投与法によ

り, 2008年に承認された経緯があるo

LTGはTPM, LEVと伴に有効性のスペク

トラムが広く，部分発作に加え，強直間代発

作とレノックスーガストー症候群の全般発作

に対し，成人と小児の適応症を取得している。

部分発作については, CBZと同様に高い有用

性を示している'4)が， レノックスーガストー

症候群の全般発作についてもZNSを対照と

した単盲検比較試験でもその有用性が証明さ

れた18)｡NICE4)では，多くのてんかん症候

群と発作型の第一選択薬と位置づけられてい

る。

LTGは投与法に留意点がいくつかみられ

る。重症薬疹の予防のために推奨された使用

法に基づき少量からの漸増が必要である点，

VPAとの併用により代謝が抑制され，血中

濃度が上昇し，逆に肝に酵素誘導をかける薬

との併用で血中濃度が低下するため，併用薬

により使用法を変える必要がある点などであ

る。併用薬としてはVPAとの併用で有効例

が多く19),再発性のウエスト症候群のepileptic

spasrnsにVPAとLEVの併用が有用であっ

た報告もある20)｡

4）レベチラセタム(LEV)

LEVは，従来の抗てんかん薬と異なりシ

ナフ｡ス小胞タンパク質2A(SV2A)との強い

親和性が抗てんかん作用と考えられている。

有効性のスペクトラムは広く，諸外国では，

部分てんかんだけではなく，特発性全般てんか

んの強直間代発作およびミオクロニー発作に

対する併用療法も承認されている。NICE4)に

おいて，てんかん症候群では，若年性ミオク

ロニーてんかん， ローランドてんかんなどの

第一選択薬として，第二選択薬としては多く

の症候群に対して推奨されている。本邦でも

成人に続いて， 1013年に小児の部分発作に対

して承認され， その有用性が示されている。

特筆すべきは，徐波睡眠時に持続性鰊徐波を

示すてんかんに対しても有用な点である21)。

薬理学的には，肝の薬物代謝系で代謝され

ないため，他の薬剤に対する相互作用がなく

使いやすい。半減期も短いために速やかに増

量し効果判定できるとされるが，急速な増量

で眠気やイライラを含む情緒不安定を経験す

ることがあり， その際はゆっくり増量するか

ビタミンB6の併用が有用である場合があるo

/~、

侭、

おわりに

本邦においては，治療ガイドラインの整備

と新規抗てんかん薬の上市により，小児てん

かんの治療に大きな進展が得られ， その予後

は改善してきている。てんかん診療を必ずし
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われた。一方，抗てんかん薬は， 2014年秋に

承認されたLTGをはじめとして，一部の薬

剤では単剤療法や静注製剤の承認も予定され

ており， より使いやすい方向に進んでいくと

思われる。

も専門としない臨床医は， こうした診療ガイ

ドラインを踏まえて診療にあたることが望ま

しいが，ガイドラインは最大公約数的な目安

と考えるべきで，非典型例や治療抵抗例は早

期に専門医への紹介やコンサルトも大切と思
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我が師を語る
松浦良二先生のこと

おおさき小児クリニック大崎 秀

妾士’十一
一生しノー○

東雲の山中荘， まさに典型的な昭和の安ア

パートでした。アパートの鍵が内側からのプッ

シュ式で，先生はよく鍵を閉じ込めて出かけ

られました。突然夜中に訪ねてきて，鍵がな

いからと，私の部屋から窓伝いに部屋に入れ

させてくれと頼まれることが何度かありまし

た。

卒業後，偶然にも先生に指導医をしていた

だき，学生時代の延長のようでした。馴れ合

いになってしまったのが反省点ですが，的確

に指導して下さいました。 「次は何の検査を

しましょうか？」と聞くと， 「まずは診察か

らじゃね。我々は， お医者さんであって検査

屋さんじゃないからね。基本は診察」とさり

げなく，小児科医のあるべき姿勢を教えて頂

きました。医療の変化に伴って，検査，医療

機器が大きく進歩しています。 しかし， これ

らはあくまで便利な補助的ツールです。ツー

ルを使いこなすスキルを日々修得してゆくこ

とはとても重要であると認めつつ， でも幹の

部分は手を当てての診察であることを忘れて

はいけないと教えられました。先生らしいま

じめな指導でした。

先生の診療態度は，実直，勤勉で，驚くよ

うな鋭い洞察力をさりげなく発揮されていま

した。また，書は達筆で，趣味として油絵・

俳句をたしなまれ，学生時代は弓道，勤務し

てからはフルマラソンにも参加されるなど多

才でした。人より抜きんでた才能を持ちなが

らも，箸る言葉を聞いたことがありませんで

へ

それは平成25年2月11B,連休最終日の夕

のことでした。 「松浦君が大変なことになっ

た」旅行からの帰宅後に，原三千丸先生から

の留守番電話で事態を知りました。何故とい

う， ありきたりの言葉のあとに，後悔と寂蓼

感が押しよせてきたのを今でも思い出します。

松浦先生と初めてお会いしたのは，大学入

学直後の医学部弓道部の新入生歓迎会でした。

6年先輩で，卒業したばかりのOBとして出席

されていました。その後，偶然にも3年生の

時に引っ越したアパートが隣の部屋でした。

先生は大学院2年目でした。気さくに声をか

けていただき， それ以来の付き合いです。

医学，政治，文学，芸術， スポーツ， その

他のくだらない話まで，多くのことをネタに

して， ときには酒を飲みながらお話しさせて

いただきました。つまらない愚痴を聞いても

らったことも多々ありました。後輩という立

場も忘れて， 出しゃばったことを話していた

と思うのですが， いつも寛容に接していただ

へ
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した。温厚で， その才能と人柄は，多くの人

が認めるところでした。それなのに，本人の

自己評価だけは常に低かったように思います。

もっと自分を誇ってもよかったのではという

のが， あえてあげることのできる短所でしょ

うか。 しかし， これが先生の最大の魅力でも

ありました。 「能ある蘆は爪を隠す」の例え

の臆というイメージではありませんが， ある

意味で「誇持を持つ」という態度の対極の存

在でした。

研修後も，公私共に様々な相談を気軽に聞

いてもらい，常に適切なアドバイスをくれる

実の兄のような存在でした。

先生は十数年来， うつ病と戦っておられま

した。当初は「うっという新しい趣味が加わっ

たようなもの｣， 「うつは僕の生活の一部」な

どと，冗談混じりでは話されていましたが，

ここ数年は病状が進行していたようです。定

年後のことなど， さらに様々なことで心を痛

めておられました。いつも変わらないにこや

かな顔に編されましたが，周囲の想像以上に

深遠な闇の底で苦しんでおられたのでしょう。

助けの手が届かず，無力感が残ります。

平成25年秋に，同級生の先生方が中心となっ

て偲ぶ会を催され，小林教授をはじめ多くの

親しい方が出席されました。寂しいながらも，

和やかに，皆でお人柄を偲んで思い出を語り

合いました。

「こがあな派手なことをしてもらうのは，

柄じゃないんじやけん！」

偲ぶ会の帰りに見上げた秋の夕焼け空から，

照れ笑いの声が聞こえたような気がしました。

先生のご冥福を心からお祈り申し上げます。

/~鼠
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思い出の写真 細木 宣 男細木小児科

のことです。 1人で待っていると日本人の団

体がバスより降りてきて， その内の若い一人

の女性が，片言の英語で， トイレの場所を聞

いてきました。私を現地人と間違ったようで

す。

昭和63年8月に小児科医院増築の最終工事

をお盆休みに行うこととなり， 1週間休診と

しました。そこで初めて家族でグァムヘ海外

旅行しました。

コンドミニアムに宿泊し，昼食の材料をグ

アムのスーパーマーケットへ買いに行った時

へ

へ

65



思い出の写真 細木瑞穂細木小児科

6歳の時，私はあるヴァイオリニストの演

奏を最前列真正面の席で聴きました。衝撃で

した。 この|廿界にこんな美しい音があるのか

と驚き，魔法のような指の動きと， そこから

紡がれる旋律に興奮しました。全身の毛が逆

立つような感覚を今でも覚えています。

帰り道，母に「一生のお願い」と頼み込ん

で，私はヴァイオリンを始めることになりま

した。 しかし何年か頑張りましたが，結局私

は鳥肌が立つような音しか奏でることができ

ませんでした。

これはその'鳥肌が立つような音で発表会

に出ている写真です。

へ
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思い出の写真
垂
墨堀江正

生にもご指導を頂いた。館野幸司先生とアレ

ルギーの離乳食集を作成した。

埼玉医科大学教授の中山義弘先生に減感作

療法のご指導を受けた。

京都の国際会議場のアレルギー学会発表の

思い出の写真である。群馬大学小児科教授松

村龍雄先生が左側で右端が千葉友幸先生です。

今，諸先輩に心から感謝しております。

昭和47年， 1歳の重症気管支喘息児が食物

除去で軽快した症例のご指導を受けるべく東

京の同愛記念病院の小児科部長満川元行先生，

馬塲実先生の紹介状を持参し，東京の上野発

の準急列車で前橋に1 ． 2か月に1回，群馬

大学の小児科教授松村龍雄先生にご教授を受

けた。

黒梅恭芳先生，館野幸司先生，森川昭廣先一

一

筆者 松村教授 千葉失牛
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|若い先堆がたに道す言葉といわれたが
I （その二十一）

｜ 「小児科医者の思い出ぱなし」

三滝の住人井田憲明
勤 尋I 芋霧 『 蕊 『 蝿 A w電, 告 ｺ､ .△藍、罪』 咄 r藷, 』 』 や 蛭 齪 亀 Jf

α、

長い小児科医の生活で思い出してもつらい

話は少なからずあるものだ。今日はその一つ

をご披露しようと思う。 この話は私自身の反

省も含め，若い先生方に話しておこうと思う。

何かの役に立てば幸いである。

岡山の大学病院宇品に在る広島の県立病

院， テキサス大学付属のがん病院，広島の向

洋(むかいなだ)にあるマツダ病院あわせて

50年の小児科医の勤務生活ではあったが，思

えば山あり川あり，美しい花咲く野原もあり

ました。 うつつを抜かしているうちに， いつ

の間にか90の齢を過ぎて4年になります。つ

らいことは忘れると云いますがそうでもなさ

そうです。

鐸

ぬのおおごとになったのです。

暫くして長男がコツコツと咳をし始め，連

続の咳の後，肺に空気が無くなった頃ヒーツ

と云って外の空気を吸い上げる。初めコツコ

ツで顔が真っ赤になり，紫になり，真っ青に

なる。血の気が無くなって息が止まる。長男

は2歳にもなっていたので無事に済んだが，

生まれたての子は一人で空気を吸い上げる力

がない。その瞬間に人工呼吸をしてやらない

と生きるのは難しい。誰かが居なかったらそ

れでおしまい。現に生まれて数日の長女はと、

うにもならなかった。

兄の症状で妹が百日咳と直ぐ分かった。こ

の赤子を小児科の隔離室に入院させた。教授

は私をよんで長女は諦めるようにと云われた。

家内にもその事を告げた。

それから，私は小児科教室の図書室に足を

ヨ両

助けるのは無理だ。

浜本教授の下で岡山大学の小児科教室に勤

めていた時のことでした。大平洋戦争が終わっ

た昭和20年に結婚し， その後2年目に長男，

4年目に長女が生まれました。その時から数

えて60年ほと､になります。 「赤ちゃん見せて」

と2歳になる長男が頼むので， ちょっとだけ

と云って入院している母親の所へ連れて行き

ました。ほんの数分で長男は私と一緒に家に

帰りました。ちょっとしたその事が生きる死
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運んで，内外の文献を調べた。生後1か月以

下の子が百日咳にかかった場合生存は無理だ

と書いてあった。入院中教授の回診はあった

が何も言われず， いつも黙って首を横に振ら

れるだけだった。私と家内は諦めきれず，咳

の発作が起こるたびに交代で人工呼吸を続け

た。そのたびにこの子は生き返った。 2か月

ほど続いたと思う。徐々にではあるがこの娘

は生きそうな気配がしてきた。骨と皮にまで

痩せ衰えた赤子は漸く元に戻り始めた。助かっ

たかな。助けてもらったかな。この宇宙に娘

を支える誰かがおられるのだと思った。

それにしても， スタカット(断音的Stakkato)

の咳をし，その果てに呼吸が止まり，顔が真っ

赤から真っ青になり，慌ててする人工呼吸で

初めて息を吸い込む， そしてやっと元の顔色

に戻る。この反復する百日咳特有の連続咳発

作をレプリーゼ(Reprise)というが，手をか

けて元に戻った赤子の顔は今も忘れられない。

苦難を経てたどり着いた安らぎの顔だった。

それにしても， あの時少し気をつけておれ

ば起こらなかった話である。

以後，新生児の感染には異常とも云えるほ

どに気をつかうようになった。

蛇足ではあるが，少しだけ話を付け加えて

おこう。

百日咳はご承知のように感染してから1な

いし10日の潜伏期がある。 2歳の長男が赤子

の妹に接した時は咳一つしていなかった。全

く健康に見えた。その子を産科へ連れて行っ

たのが悪かった。特に生まれたての赤子に合

わせたのは常識外れ，猛反省している。

今日のように百日咳ワクチンが世に出回っ

て子どもたちも小児科の先生方も助かってい

るが，時にはワクチンの副作用を恐れて接種

を避けたりすることもある。この病気が流行

している時は赤ちゃんにつけが来たりする。

綴へ、

今日は，当時小児科医が見放した百日咳の

新生児が助かった話をした。

わが子の話になっておもはゆいが， その娘

は現在60過ぎて元気に教育の仕事を続けてい

る。せっかく授かった命， しっかり世に尽く

してほしい。

'へ、
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大日方 修大日方小児科医院

「いとしのエリー」は1979年に桑田佳祐の

作詞，作曲でリリースされた名曲であります

が，私にはこの一つの歌を通して，恩師方と

の若き日の思い出が次々と交錯し浮かんでま

いります。

ところで，私の今までの小児科医人生の中

で唯一誇りに思うことは，偉大なる二人の恩

師に師事できたことであります。

故山内逸郎先生には， 40年程前に発足し

たばかりの国立岡山病院小児医療センターで，

先生を慕う総勢20数名にもおよぶ若き小児科

医達の希望に満ちた自由な気風の中，小児科

全般を学ばせていただきました。

いつもカンファレンスや回診では，恩師の

小児医療のみならず多岐に渡る膨大な知識量

と天才的な発想力に感動すら覚えたものです。

先生は，我国でいち早く未熟児(低出生体

重児)医療を積極的に手がけ，母乳栄養の重

要性を啓蒙された先駆者であります。未熟児

の経皮的酸素分圧監視法の開発や，低侵雲保

育法の確立の他に， ポリビニール留置カテー

テル，滅菌母乳バックの開発等，すばらしい

業績を数々残されております。又，当時の小

児医療センターを新生児，乳児，周産期の三

死亡率で，三年間連続して日本一に低下させ，

我国の乳児死亡率世界記録の達成に大きな貢

献をされております。

そして，研修病院としての小児医療センター

から多くの小児科医，小児外科医が巣立ち，

とりわけ新生児未熟児分野においては， その

後多くの国内外からの留学生が，指導的新生

児専門医として各地で活躍されております。

故大田原俊輔先生には，岡山大学小児神

経科において，私は学位と小児神経専門医を

授かり，医学研究の厳しさと診療における論

理的思考の大切さを教えられました。

先生は言うまでもなく，小児脳波学研究の

先駆者であり，我国の小児神経学，脳波学，

てんかん学の領域での権威であります。

そして，大田原症候群の発見を含む年齢依

存性てんかん脳症の概念の確立と，てんかん

治療において国際的に最も高い寛解率を示さ

れた事は，高く評価されており， その治療研

究への情熱と綴密なる頭脳には感嘆いたしま

す。

教室では，先生の数々の世界的業績からし

て，外国よりの来賓，国内外からの留学生も

多く，優秀な後継者が育ち，彼らは先生の創

立された岡山大学小児神経科のみならず，各

地の専門機関で研究治療業績を示し続けられ

ております。

これほどに医学的業績をあげられ，小児医

療に貢献された御二人の恩師に対し， さらな

る社会的評価と称賛が絶えないことを願って

やみません。

さて，御二人共， オフの時には， フランク

でありユーモアに溢れておられました。当時

の小児医療センターで，小児外科の某先生

(その後広島方面へ移られた）の口ヒゲがかっ

こよかったので，私もマスクに乗じて生やし

てみたところ，山内先生に「似あっとらんわ。

やめとけ」（女にもてても子どもにはもてん？）

/…、
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フコンペの時の大田原先生と私であります。

その後広島へ移られ活躍された若かりし頃の

同門御二人も参加しておられました。そのコ

ンペで，私は見事？「猛打賞」を獲得し，隣

の大田原先生に「今日はよう耕したなあ」と

のお言葉を頂戴したことが，思い出になって

おります。

と， お叱りを受けました。

結局言うことを聞かず終いで，今に至って

おりますが……。

写真は30年程前の小児医療センターの忘年

会に呼ばれ， ヒゲを生やしたままの私が， カ

ラオケで「いとしのエリー」を歌った時のも

のです。

山内先生（写真左下）から満面の笑顔（い

わゆる山内スマイル）で「ようけ授業料払う

とるな－」 （カラオケスナックで酒ば－飲ん

どるん？） とのお言葉を頂戴した思い出の一

枚です。
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大田原先生と筆者（35年前のゴルフコンペにて）

涛"夢 iM

いつも理論的かつ愛情をもって御指導して

戴いた先生に，私の学会発表，研究論文校閲

の際には「意味不明」 「？」なるお言葉を随

分頂戴しておりました。

先生にも「いとしのエリー」をがんばって

披露しましたが，特にコメントはなく，私の

カラオケも残念ながら「？」だったと思いま

す。

車イスの先生に最後にお会いした時， 「最

近はアレルギーばかりで，脳波はあまりとっ

てないです」と言うと，微笑みながら「活か

して下さい」とだけ言われたのが，ずっと心

に残っております。

最後に， 「いとしのエリー」を聞かせられ

ずに亡くなった私の父は，元軍医で小児科開

業医をしておりました。出撃前夜の特攻隊員

と酒を酌み交わした影響からか， 「特攻は，

あとに続く |]本人と日本の将来を信頼し， 出

撃して征ったんだ」というような事をよく申

しておりました。

小児医学的なことは殆ど教えてくれなかつ
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山内先生と筆者（30年前の忘年会にて）

我儘な私にいつも父親のように気をかけて

いただき，人望が厚く義理深い恩師でした。

最後にお会いした時，握手をしていただいた

恩師の手の温もりは忘れられません。

次の写真は， 35年程前に岡山大学発達神経

科学部門が発足して間もない頃の同門会ゴル

71



た父ですが， その働き様はいつも何かしらの これまで何とか開業医として生きてきた次第

死生観に囚われていたかのようでした。 であります。

当時の病院が少なく小児医療の困難な状況 父が亡くなった年齢を， もはや越えてしまつ

下，小児科開業医でありながら入院もとり， た今，やっと何かの呪縛から解き放たれたか

昼夜を問わず働き続け随分無理をしていたよ のような気がするこの頃です。

うです。 恩師方に，改めて満腔の感謝と共に「いと

急逝した父の後を若くして継いだ私は，か しのエリー」を捧げたい……。

くして恩師，諸先輩方に支え助けられながら，

☆

■.…………~~…~~~~~…~~…~~~~~…~~~…………..…….………~~…~……~~………..…~….….…………~~.…~~~－

小児の喘息について最近思うこと /~、

白
E日岡 宏易JA広島総合病院小児科

近年， ステロイド吸入薬やロイコトリエン受

容体拮抗薬の普及から，喘息発作による時間

外診療受診者数の減少がみられてきました1)o

喘息発作をみとめる患者さんの減少から，特

に内科では，喘息は勤務医の対応する病気と

いうより， ご開業の先生方が対応する病気に

なりつつあるとも言われています。この傾向

は小児においても同様で，私の数少ない経験

からも，発作時以外に喘息に対する治療希望

で， ご開業の先生方から紹介していただく患

者さんの数が減少しているように思われます

し，長期フォローしている喘息患者さんも漸

減傾向にあると日々感じています。

喘息の治療目標について「小児気管支喘息

治療・管理ガイドライン2012」では，喘息発

作の抑制，肺機能の改善（気道過敏性の改善

も含む), QOLの改善が示されています。こ

れらの内，喘息発作の抑制とQOLの改善に

ついては，喘息日誌やC-ACT, JPACなど

の問診紙で確認することができます。また，

肺機能，気道過敏性については， 6歳以上の

患者さんに限定されますが，患者さん来院時

にスパイロメーターやピークフローメーター

を使用することにより検査可能です。

ちなみに，私の勤務する病院では，喘息を

フォローしている患者さんについては，少な

くとも問診紙を用いた発作状況の把握と推移

の確認は最低限のフォロー項目として実践し

ています。肺機能ついては，年2－3回のフ

ローボリュームカーブの確認を含む一般肺機

能検査に加え，気道可逆性，気道過敏性の確

認を少なくとも年1回程度は行い， その改善

状況を確認しています。また，気道のアレル

ギー性炎症のフォローと治療に対するアドヒ

アランスの確認も兼ねて，呼気中NOの測定

も来院時にはできるだけ施行しております。

以上の喘息フォローのための検討項目の内，

問診紙の活用は， いずれの医療機関において

も可能なフォローアップツールと考えますが，

肺機能検査などについては，測定機器を持っ

ている病院と一部クリニックでしか検査を受

けることができません。そのため， ガイドラ

インに挙げられている治療目標の内，発作抑

制やQ○Lの改善以外の，肺機能の改善など

/~、
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というムーブメントが国内の一部で起こって

いるものと， 同一の提案です。この体制が整

えば，地域全体の喘息児の医療に役立つもの

となると思います。

地域により， それぞれに，事情があるでしょ

うが， この体制の確立を希望します。

は，すべての医療機関で確認できる目標では

ないといえるかもしれません。

そこで一つの提案ですが，検査機器の必要

な検査，特に肺機能検査に関しては，病診連

携，診診連携病病連携により，地域の検査

可能年齢の喘息児がすべて検査しうる体ｲlillが

できたらな， と思っています。 このような提

案は，呼吸器内科でCOPDの患者さんに対す

る肺機能検査体制の確立を地域全体で行おう

1）岡畠宏易他． 日小ア誌19 :6064, 2005
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後列左から 田邊真奈美先生 筆者 藤井寛先生(現在県立広島病院小児科へ転勤）

中畠千惠子先生 辻徹郎先生
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梶山小児科医院を継承して

ささき小児科医院佐々木伸孝

平成24年7月に長らく勤務医生活を送って

いたJA尾道総合病院から，梶山小児科医院

の勤務医として転勤しました。異動した当初

は，思っていた以上に病院と診療所の勤務の

違いにかなり戸惑いがありました。全く別の

職種の感がありましたが，梶山通先生，梶山

敏彦先生，武田倫子先生の助けを受けながら，

徐々に仕事に慣れてきました。平成25年9月

に闘病中の梶山通先生が亡くなられ，伝統あ

る梶山小児科医院(昭和38年開院)を継承する

事となりました。平成26年より医療法人名を，

｢梶山小児科医院」から「ささき小児科医院」

へ名称変更して現在に至っています。名前が

変わっただけで，診療体制はスタッフを含め

て全く変わりありません。梶山敏彦先生を加

えると私の年齢が， スタッフの平均年齢にな

ります。看護スタッフは長年勤めているベテ

ラン揃いで，点滴，採血もうまくて，私の出

る幕はほとんどありません(腕が鈍ってもう

使い物になりません)｡また，昔のこと(保護

者の子どもの頃の事など)をよく知っていて

驚かされることがしばしばあります。そのた

め，忠児の診療はもちろんのこと，家庭環境

を理解する上で非常に助けとなっています。

こうした周りのみんなにフォローしてもらい

ながら何とかやっているという感じです。

日々の診療は，小児だけでなく成人（敏彦

先生がずっと診ておられて高齢者になられた

方も含めて） も診療に来られるので，時には

内科など他科の先生方に相談・紹介しながら

診療に当っています。小児の在宅訪問診療は，

毎両

現在は1人だけ行っています。今後は，在宅

診療を含めて何か特徴を出していかなければ

と思っているところです。診療以外では，健

診（乳幼児， 5歳児，保育園幼稚園，学校)，

医師会活動やICTによる地域医療連携「天か

ける」等々それなりの業務に追われる事もあ

りますo しかし’診療所から外へ出ていろん

な人と話をする機会が多くなることで， むし

ろ気分転換となり楽しみながら様々な活動を

行っています。

診療所勤務とともになぜか剣舞（詩吟等に

合わせて刀と扇を持って舞う） ･居合いを始

めました。断りきれずに始めた剣舞ですが，

袴をはいて， 刀（真剣ではなく居合い刀）を

振ると，心が洗われてストレス解消になりま

す。ただし舞台で舞う時（大会や発表会等）

は緊張感一杯です。鉄心流という会派に所属

し，週1回程度稽古に通っていますが， まだ

50の手習いに近い状態です。診療所の天井が

二丙
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いています。両先生に負けないようにと思い

ながら日々の診療を行っています。今後とも

よろしくお願い致します。

高く，刀を振っても大丈夫なので，待合室の

椅子を片付けては時々自主練習をしています。

写真は，左より武田倫子先生，私，梶ll l敏

彦先生です。現在も両先生には助けていただ

☆

■.....~~‐

子育て繁盛記

広島大学病院小児科梶梅あい子
ｰ 壬9雪 里 一 一呈出

は2人以上は変わらない…と言ったら大げさ

だが， そう変わらないと思う｡ 4人もいれば，

それぞれ楽しそうに絡み合ったり助け合った

り，子どもはたくましい。自分自身の限界を

知り， あきらめがつく。家事を理想通りにこ

なせずイライラするよりも，子どもと笑って

いようと思える。思い起こせば， 1人目の育

児が一番大変だったように思う。 3人目を妊

娠した時に， いろいろな先生方に「子育ては

3人目が楽しいよ｡」と声をかけて頂いた。

その通りだった。 1人にIは初めての育児， 2

へ 気付けば4人の子持ちである。

「大変でしょう？ ！ 」 「どうやって生活が

回ってるの？ ！ 」とよく聞かれる。全員男児

で， ファブリーズのCMも超えてしまった。

正直， 1日が48時間ほしいと思う。仕事は最

低限の時間で何とかやり繰り （やり繰りでき

ていない感も…)｡買ったまま開かない本が

貯まり，撮りためた録画もなかなか見ること

ができない。睡眠不足は必発で，一人産むご

とに白髪も増える…。

でももちろん，後悔はしていない。子と､も
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人目は初めての兄弟育児。でも3人目は「初

めて」感がなく，孫気分で純粋に子どもの可

愛さを満喫できる。 「3人目のススメ」と言

う本を書こうかと思ったくらいだ。 4人目と

もなると，扱いは完全に孫。抱っこしたら必

ずむぎゅ－， ブチューとしてしまう。目指す

女の子は獲得できなかったが， 4人いれば誰

か良いお嫁さんをもらってくれるだろうと淡

い期待を胸に抱いている。みなさんが心配し

てくれる家事は一応こなしてはいるが，お掃

除ロボットや食洗器の活躍も大きい。買い物

はネットスーパーで何でも揃う。院内保育園

があるおかげで， 1歳までは授乳に通いなが

ら仕事ができる。時代と環境に恵まれた。

「もっと全国学会に行けたら…」とか，

｢もっとキャリアを積めたら…」と思わない

わけではないcでも， 「母親」になった時点

で，不思議な割り切りが自分の中にできたよ

うに思う。そしてそう割り切ることができた

のは，小林教授をはじめとする上司の先生方

の懐の深さ故である。他の先生方のような働

きができない中， 「母親」として働くことを

認めて下さり，やりたいことをやらせて頂い

た。歳を重ねて図々しさも加わり，少々反省

する今日この頃である。

頼りないけれどもピュアな長男， 「花婿お

勧めナンバー1 1」の優しく気配り上手な次

男，天性のお調子者で甘え上手な3男，存在

そのものが癒しの4男。私にとって，子育て

は「重荷」ではなく， 日々生活する上での

｢癒し」となっている。こんな風に感じられ

ることは，仕事柄いろいろな家族を見てきた

上で，本当に幸せなことだと思う。前に述べ

たような恵まれた時代・環境に加え，持ち前

の適当さと前向きさのおかげかと思うが（夫

も同様)，恐らく私の幼い頃の経験も大きく

影響しているのだろう。そう感じられるよう

に育ててくれた両親に，改めて感謝する。

/~、
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ペナン島旅行記

市立三次中央病院小児科小野 厚
駒

夏休みを利用して,妻と二人で3泊5日の

マレーシアのペナン島とクアラルンプール旅

行に行かせてもらいました。関空を朝出発し，

ペナン島に2泊， クアラルンプールに1泊し，

夜行の飛行機で帰ってくるというあわただし

い旅行でしたが，興味深い体験をさせていた

だきましたO往復マレーシア航空で少し不安

だったのですが，大丈夫でした。

ペナン島はマラッカ海,|灰にある世界遺産の

島で1786年にイギリス領となり海洋貿易の拠

点となって栄えた島だそうです。第2次世界

大戦中は日本が占領しドイツ軍のUボートの

基地もあったそうです。現在ではシンガポー

ルに海洋貿易の拠点としての地位は讓ってい

ますが， イギリス統治時代の古い建物と近代

的な建物が共存する活気あふれる街でした。

マレーシアは多民族国家で， マレー系，中国

系， インド系の人々がそれぞれの宗教，文化

を守って共存して暮らしているそうです。 ヒ

ンズー系の寺院のすぐ隣に， 中国系のお寺や

イスラム教のモスクを見ることができます。

異なる宗教，文化をもちながら共存していく

知恵はすばらしいものと思いました。人々の

暮らしも豊かで，道端のお土産物うりのおば

さんもスマホを持っていました。親日の人が

多く，退職後をマレーシアで過ごす日本人も

多いとのことです。

写真はイースタンアンドオリエンタルホテ

ルです。 ラッフルズホテルを作ったイラン出

身のアルメニア人サーキーズ兄弟が1885年に

作ったホテルだそうです。
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医院継承のご挨拶

棯橋紀久ねじはし小児科

私自身，父親がリタイアするまでもう10年

は勤務医として働かせて頂くことを想像して

おりましたが，思いがけず平成23年に父親の

病が判明し， 2年間の闘病を経て平成25年秋

に亡くなりました。まだまだ私自身小児科医

として未熟であり，医院を継承するべきかど

うか葛藤もありましたが，最終的に医院を継

承したいという私のお願いに対し，小林正夫

教授をはじめ多くの先生方に応援と励ましの

お言葉を頂き，大変ありがたく心強い思いで

した。父の闘病中， また私の医院継承に際し，

先生方には色々とお気遣いや御配盧・御支援

を頂きましたことを心より感謝申し上げます。

どうもありがとうございました。

開業医としての生活はもうすぐ1年を迎え

ようとしておりますが， まだまだ悪戦苦闘の

毎日を送っています。 これまでどれだけ周り

の先生方に支えられて診療してきたか， 自分

の未熟さを痛感しております。また一方で，

かかりつけの子どもが元気になったことを御

家族と一緒に喜ぶ機会に出会う度， やはり小

児科医になってよかったなと喜びを感じなが

ら診療させて頂いております。

今後は父の意志を継ぎ，少しでも地域の小

児医療に貢献できるよう， 日々の努力を忘れ

ることなく頑張っていこうと思います。広島

県小児科医会の先生方には今後も色々とご迷

惑をおかけするかと思いますが， 引き続き御

指導御鞭燵を賜りますよう，何卒よろしくお

願い申し上げます。

平成26年1月より， 亡き父の跡を継いで

ねじはし小児科を継承させて頂きました棯橋

紀久と申します。 この度は広島県小児科医会

会報に寄槁する機会を頂き，感謝申し上げます。

当院は平成6年に父が束区牛田に開業し，

昨年ちょうど20周年を迎えました。生前は父

が先生方に大変お世話になり誠にありがとう

ございました。 この場をお借りして改めて御

礼申し上げます。

私は安芸郡府中町に生まれ，府中南小学校

から広島学院中高等学校を卒業後，広島大学

医学部へ入学致しました。大学では小中高と

続けていた野球部に所属し， 白球を追いかけ

る日々を送っていました。勉強はあまり得意

ではありませんでしたが， なんとか無事に卒

業し， 2年間の初期臨床研修はER型救急に

憧れて福井県立病院で行いました。父親と同

じ小児科の道に進むのか自問自答した頃もあ

りましたが，ふたを開ければ初期研修中に自

然と小児科に惹かれ， またカーブ°とお好み焼

きは忘れることができず，平成20年春に広島

大学小児科に入局させて頂きました。

入局後は県立広島病院・県立安芸津病院・

JA尾道総合病院・舟人市民病院で勤務させ

て頂き，現在に至ります。振り返っても色々

とご迷惑をおかけする日々でしたが，各病院で

多くの先生方にいつも手取り足取り温かいご

指導を頂き，右も左もわからなかった私に小

児科医として多くの経験をさせて頂きました。

この場をお借りして深くお礼申し上げます。
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新規開業のご挨拶
士
心清水浩しみずこどもクリニック
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平成26年2月7日に安佐南区祗園で小児科

クリニックを開院しました。山口県出身で今

は岩国市に合併されてしまいましたが，小学

校は周東町， 中学は玖珂中でした。周東町は

吟醸酒で有名な獺祭の酒蔵のある街で，玖珂

町は山賊むすびの本店のある街です。高校は

岩国高校で，広島大学を昭和60年に卒業しま

した。学3，学4の時に指導して頂いた臼井

教授をはじめ講義や病棟で接した先生方にひ

かれ小児科に入局しました。卒後4年目から

大学院で学ばせて頂き，呉市の中国労災病院

で小児科部長を務めさせて頂いた後，今回当

地で開業させて頂きました。

開業場所はコベルコの工場跡地のとなりで，

開業以来工場の取り壊しとマンションの建設

で，工事現場の殺風景さと地震かと思われる

ような振動の毎Uでしたが， マンションはほ

ぼ完成し工場の取り壊しも終わって現在は広

大な更地が下祗園駅の裏手に広がっています。

何ができるのかまだ分かりませんが落ち着い

た街になってくれればと思っています。

8月20日の豪雨で床上浸水してしまいクリ

ニックのフローリングをすべて張り替えるこ

とになってしまいました。一度フローリング

をはがして，乾燥するのを侍って新しいフロー

リングを張り替えるのに3週間かかり， 9月

11日から診療再開しています。 この間多くの

先生方から励ましのお言葉を頂き，義援金も

頂きました。この場を借りて深く感謝いたし

ますと共に今後とも地域の一員としてよろし

くお願いいたします。
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： 新規開業のご挨拶

木村健秀祇園ふたばこどもクリニック
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広島小児科医会の皆様におかれましては，

益々ご渭祥のこととお慶び申し上げます。

この度，平成26年4月に広島市安佐南区山

本で新規開業いたしました，祇園ふたばこど

もクリニックの木村でございます。

平成9年に岡山大学を卒業し， 岡山大学病

院や広島市立広島市民病院，岡山医療センター

などで勤務，主に循環器小児科診療に従事し

てまいりました。今後はこの経験を活かし，

小中学校での心ll蔵学校検診の心電図判読や，

心エコーなどの二次精査などに精力的に取り

組んでいき地域医療に貢献したいと思ってお

ります。また例えば，機能性心雑音が疑われ

るような小さな心雑音の乳幼児，胸痛を訴え

るけれど緊急性のない小中学生など，総合病

院を受診するほどではないけれど少し気にな

る， というような循環器関係の患者様の一次

診療ともいうべき役割もできたらとも考えて

おります。どうぞよろしくお願い申し上げま

す。

最近の小児循環器領域での外科治療成續・

小児科での診断/内科治療の進歩は目覚まし

いものがあります。これまで予後不良であっ

た疾患も術後成績がよくなっております。ま

た動脈管開存症や心房中隔欠損症などはこれ

までは外科手術でしか根治できなかったわけ

ですが，最近ではカテーテル治療で治療でき

る時代になっております。そのような背景も

あり，今までは総合病院でフォローされてい

たこれらの患者さんが，今後さらに多くなり

地域医療でもますますフォローされていくよ

うになると思われます。そのような患者さま

に当クリニックが少しでもお役にたてたらと

思っております。また多忙を極める総合病院

の役割のごく一部でも担えたらとも思ってお

り，橋渡し的役害llで医療連携ができたらと思っ

ております。

一般小児科がメインのクリニックではござ

いますが，循環器小児科領域におきましても

地域医療に微力ではありますが貢献していく

所存であります。これまで多くの教えを賜り

ました渚先生方に御礼いたしますとともに，

引き続きご指導ご鞭燵を賜りますようよろし

くお願い申し上げます。
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I 開院のご挨拶

｜～有田先生の後を継ぐ．こと～
白尾謙一郎しらお小児科･アレルギー科クリニック
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う？」というネガティブな視線を受けることが，

私は全くありませんでした。有り難いことです。

周知の通り，有田先生はアレルギー学の專

門家であり，大家であります。そして， 食物

アレルギーの権威であります。私もこれまで，

アレルギーをかじって参りましたが，有田先生

の経験・知識・実績には全く及ばないのは明

白。後を継ぐプレッシャーが無いわけはありま

せん。今もって， 有田先生の存在を感じ続け

ています。そしてそれは私の血となり糧になり，

クリニックに息づいています。いつかは超えて

いきたい，偉大な目標ではありますが， それは

いつになることやら｡｡。先はまだまだ長いです。

クリニックの施設をそのまま受け継がせてい

ただいたこともありがたかったですが，何より

も素晴らしかったのは， スタッフがそのまま残っ

てくださったことです。有田先生の菫陶著しい

スタッフは，小児科診療， アレルギー科診療

に欠かすことが出来ません。 ことアレルギーの

知識や経験は，私も及ばぬ部分が多々あり，

日々教えられています。新たな院長として私を

受け入れてくださったことを感謝するばかりで，

これからもずっとずっと，末永く仕事をしてい

きたい。こんなスタッフを育ててくれた有田先

生に， この点でも感謝しています。

緊張の日々ではありますが，大変ありがたい

ことに上々のスタートが切れました。これも，

スタッフやクリニックを支えてくれる方々， そ

して患者さん達のおかげです。この空気を， こ

れからも維持し続けていきたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。

平成26年5月1日，南区東雲本町で18年間

の長きにわたり，小児科医・アレルギー科医

としてクリニックを営まれていた有田昌彦先生

の後を継ぎ， 「しらお小児科・アレルギー科ク

リニック」として開院させていただきました。

開院にあたりまして，小林教授をはじめ，広

島大学小児科学教室の先生方に多大なご協力

をいただきました。ありがとうございました。

開院してから半年と少し経ち，仕事の流れは

心身に入って参りましたが， まだまだ至らぬこ

とばかり。 これまでの経緯と併せてお聞きいた

だければ幸いです。

きっかけは5年ほど前， とある研究会の懇

親会でした。先生方とお話しになっている有

田先生の元に挨拶に伺った際「よぉ， 白尾先

生，俺の後を継がないか？」との声をかけてい

ただき， 「いいんですか？本気にしますよ？」

との返答に対して「ああ，本気にしてくれて構

わんよ」と言っていただいたのがはじまりのは

じまり。有田先生は「若くてアレルギーをやっ

ている小児科医に後を継いで欲しい｣。僕は

｢いつか， アレルギーを中心とした開業医にな

りたい｣。 こんな素晴らしい幸運があるのだろ

うか， と， 自問自答する日々でした。

月日は流れ，バトンタッチが迫ってきます。

有田先生は， 引退される前の半年間，患者さ

ん達に「次に来る白尾先生を宜しく頼む」と

お伝えくださっておりました。有田先生のお言

葉は暖かく， ときに厳しく，患児や親御さん

達にとって信頼に足るものです。開院後，態

児や親御さんから「こいつはどんな奴なんだろ

へ

へ
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多発性肝脾肉芽腫を伴った
猫ひっかき病のT例

地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立広島市民病院小児科

弄真祐子・平井健太・竹中美恵子・長岡義晴松扉真祐子・平井健太

小川和則・越智英明 安井耕三●

I.緒言

定型的猫ひっかき病は猫と接触または受傷

して3日～2週間後に，受傷部位の皮疹，有

痛性の局所リンパ節腫大で発症するが， なか

には，病原菌であるBartonellahenselae(B.

henselae)が全身性に波及し，急性脳症，多

発性肝脾肉芽種，視神経網膜炎などを起こす

非定型的な症例があることが知られている')。

今回，多発性肝脾肉芽腫を伴った非定型的な

猫ひっかき病の小児例を経験したので報告す

る。

ペット飼育なし。

【入院時現症】 身長108.9cm,体重17.0kg,

BT37.1℃,HR130/分,BP98/54mmHgSpO2

99%(roomair)｡項部硬直なし。咽頭発赤

なし。扁桃腫大・白苔付着なし。呼吸は平静，

呼吸音：情。心音： リズム整，心雑音なし。

末梢冷感なし。腹部は平坦，軟，圧痛・肝脾

腫なし，腸蠕動音良好。四肢は明らかな筋力

低下なし。関節腫脹・発赤なし。頚部・腋下・

鼠径リンパ節腫脹なし。

【入院時検査】 WBC9800/"L(Nt58.4%,

Ly32.7%),Hbl1.29/dL,Plt42.7×104/"L,

ESR69mm/h,CRP5.1mg/dL,Procalcitonin

0.35ng/mL, IgG(IVIG後)24001ng/dL, IgA

254mg/dL, IgM330mg/dL,Ferritinl25ng/

mL,RF4.1U/mL,MMP-325.4ng/mL,

ANA(-),slL-2R575U/mL,C3174mg/dL,

C435mg/dL,CH5058U/mL,結核菌T-spot

(-)，ツベルクリン反応陰性,6-Dグルカン(-)

【入院後の経過】 現病歴および入院時検査

より，川崎病，結核，膠原病などは否定的で

あった。入院後も39℃台の弛張熱, CRP･

ESR高値が続き，鑑別疾患として悪性リン

パ腫や深部膿瘍などを疑って全身CTを施行

したところ，肝臓に大小不同の結節状低吸収

域を多数認めた（図1）。有意なリンパ節腫

脹は認めなかった。腹部超音波検査でも肝臓

/~、

Ⅱ、症例

【症例】 7歳，男児

【主訴】 発熱

【現病歴】 当科を受診する3週間前から発

熱があった。他院を受診し，種々の抗菌薬

(SBT/ABPC,CTRX,MEPM,MINO)で

加療されるも発熱が続き, CRPとESR高値

が持続していた。不全型川崎病の疑いで，第

11病日に大量γグロブリン療法(IVIG), ア

スピリン内服が行われた。一時解熱したが3

日後に再発熱したため，第16病日にγグロブ

リンの追加投与を受けた。以後も発熱, CR

P高値が続くため，第21病日に精査加療目的

に当科紹介入院となった。

【既往歴・アレルギー歴】 特記事項なし。

/~、
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空洞性病変ではなく炎症性肉芽脾病変が疑わ

れた。改めて詳細に問診すると，発症する2

週間ほど前に祖母宅で捨て猫を拾い接触があっ

たことが判明した｡B. henselaeに対する特

異的検査(肝組織PCR・血清抗体価)の結果，

肝組織PCR陽性，血清抗体; IgM80倍(陽

性), IgG2048倍(陽性)であったことから，

最終的に多発性肝脾肉芽踵を伴った猫ひっか

き病と診'折した。第29病日よりclarithromycin

15mg/kg/日内服を開始し, 2口後より速や

かに解熱傾向となった。内服は4週間継続し，

外来にて経過をフォローアップした。退院後，

再発熱なく , CRPおよびESRの値も基準値

まで低下した。肝臓脾臓に認めた多発結節影

は治療開始2ヶ月後の腹部超音波検査で縮小

傾向となり， 4ヶ月後には完全に消失した。

LR

肝臓に大小不同の結節状低吸収域を多数認めた。

(矢頭：病変部）

図1 症例のCT画像

に最大13mm×7mmの多発結節影を認め，脾

臓にも数個， 同様の結節影を認めた（図2a,

b)。MRIでは肝臓にT2WIで高信号, TIWI

で低信号の結節影が多発しており，造影する

とringenhancementを認めた（図3a, b)。

T2WIでの結節内部の高信号は淡く ，膿瘍や
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(a) 肝臓に最大13mm×7mmの多発結節影を認めた。 (b) 脾臓にも肝臓と同様の結節影を複数認めた。

（矢頭：病変部）

図2 症例の腹部超音波画像
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(a) T2WI ;肝臓にT2W|で高信号, T1WIで低信号 (b) 造影T1WI ;病変部にringenhancementを認

を呈する結節影を多数認めた。 めた｡ （矢頭：病変部）

図3 症例のMRI画像
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Ⅲ、考察

(1) 臨床症状と診断

定型的猫ひっかき病では，通常，猫との接

触または受傷3～10日後に受傷部位の皮疹

(小水庖，紅斑，丘疹)を生じ，約2週間後に

有痛性の局所リンパ節腫大を生じる。多くの

症例でリンパ節腫脹は孤発性で，腋下リンパ

節，滑車上リンパ節，頸部リンパ節，鎖骨上

リンパ節などに多い。腫脹したリンパ節は柔

らかく， しばしば紅斑を伴い，通常はl-5

cm大だが， ときに8-10cm大まで腫大する。

猫との接触がなくとも発症する症例もあり，

その場合はノミの咬傷による媒介と考えられ

ている。定型的猫ひっかき病は自然軽快する

こと多いが，不明熱が1カ月以上続く症例や，

頻度は低いが, B. henselaeが全身性に波及

し，急性脳症，多発性肝脾肉芽瞳視神経網

膜炎などを起こす非定型的な症例も存在する

ことが知られている1),2)｡B.henselae感染

症は小児の不明熱の原因として, EBウイル

ス感染症，骨髄炎に次いで多いとの報告もあ

り3)，不明熱の鑑別疾患として重要である。

B.henselae感染症の診断基準として表に示

した4項目が挙げられており （表)4)，本症

例では診断基準1～3を満たしていた。診断

方法としては, B. henselaeに対する血清学

的検査および生検組織に対するPCR法は特

表B. henselae感染症の診断基準

(Margilethら. 2000)

異度が高く，有用である。

(2) 治療

治療に関して，定型的猫ひっかき病は2～

6カ月の経過で自然軽快することが多く，抗

菌薬への反応は不良であったとの報告もある

が， 1つの無作為割り付け二重盲検化試験

(n=29)ではazithromycinの有効性が示され

ている5)｡また，別の後方視的調査(n=268)

ではrifampicin, ciprofloxacin,gentamicin,

trimethoprim-sulfamethoxazoleの有効性が

示されている6)｡肝臓脾臓型猫ひっかき病の

患者19例について後方視的に調査した報告で

は,3例がrifampicinの投与を受け，平均2.6

日で解熱していた7)｡他の報告をみても小規

模な試験が多く，特に非定型的猫ひっかき病

に対する治療については未だエビデンスに乏

しいのが現状である。

(3)肝臓脾臓型猫ひっかき病

肝臓脾臓型猫ひっかき病の患者'9例の後方

視的調査では，臨床症状として全例で持続す

る発熱を認め，次いで13例(68％)に腹痛’ 8

例(42％)に体重減少を認めた。有意なリンパ

節腫脹を認めた症例は5例(26％)と比較的少

なかった。検査所見では白血球数，血小板数，

ESRの上昇を認めている7)。本症例におい

てもそうであったように，肝臓脾臓型猫ひっ

かき病ではリンパ節腫脹の頻度が低いため，

病初期には鑑別として考盧されにくい。上記

の調査においても，発熱で発症してから猫ひっ

かき病と診断されるまでの平均期間は22日

(7～56日）となっている。肝臓や脾臓の病

変を検出するにはCTスキャン，超音波検査

といった画像検査が有用であり，病態が不

明な場合には積極的に画像診断を行うこと

が望まれる。また，治療として，本症例に

はclarithromycinを使用したが，定型的猫ひっ

かき病と同様に, azithromycinを含むマク

偲
‐

'緬駄
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1
．受傷部位の有無に関わらず，猫またはノミ

との接触があった

2

リンパ節腫脹を起こす他の原因に対する血

清学的な検査が陰性である

リンパ節の膿瘍が無菌性である

B・henselaeに対するPCRが陽性である

･CTで肝脾病変を認める

3
B.henselaeに対する抗体(EIA, IFA)が陽

性(64倍以上)である

4
･生検で炎症性肉芽腫病変を認める

･Warthin-Starrysilver染色が陽性である



症例も初期診断に難渋したが，画像検査，血

清抗体価測定，肝組織PCRが診断に有用で

あった。猫ひっかき病は不明熱の鑑別として

重要な疾患であり，診断のためには積極的な

問診・画像診断が必要である。

ロライド系抗菌薬， また，文献報告にあるよ

うにrifampicinも有効である可能性がある。

Ⅳ、結語

猫ひっかき病にはリンパ節腫脹や受傷部位

の皮疹を伴わない非定型的な症例がある。本
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初心者のための小児腹部エコー講座
増 田 宏ますだ小児科

はじめに

この講座のコンセプトは， 日本外来小児科

学会雑誌(2009年3月)の特集「エコーを聴診

器のように使ってみよう」です。あまり遭遇し

ない稀な疾患を紹介するものではなく，普段，

日常診療で遭遇する疾患に対するエコーの使

い方を紹介します。もし， あまり使われず眠っ

ているエコーがありましたら， 日常の診療に使

用していただくきっかけになれば幸いです。

十数年前に3歳の女児の卵巣襄腫の茎捻転

に遭遇してから，私は腹部エコーを積極的に

使うようになりました。原因不明の腹痛に対

し，時としてエコーはきわめて有用な情報を提

供します。腸重積， あるいはもっともありふれ

た腹痛の原因である便秘にも有用であることを

知りました。その後，急性虫垂炎の診断法を

学びました。虫垂の描出にはコツがあります。

外来小児科学会や北九州で毎年開催される小

児救急医療セミナーなどで行われた「ハンズオ

ンセミナー」で，第一人者の徳山中央病院の

内田正志先生や茨城こども病院の浅井宣美先

生に手を取って教えていただくことで， ようや

くその一部を理解しました。一方で，正常虫

垂の描出には，高性能のエコーが必要である

ことも知りました。

今回， この講座をはじめるにあたり， 4月

から8月まで15回にわたり，徳山中央病院の

内田先生の診療を見学させていただき， エコー

の操作法を学びました。そこで得たエッセンス

も併せてご紹介させていただきます。

総論：スクリーニング

エコーのプローブはできれば3本ほしいとこ

ろです。心臓をみるためのセクタ，腹部の実質

臓器（肝，腎，膵など）をみるためのコンベッ

クス，表在リンパ節や耳下腺や消化管をみる

ためのリニア， この3本が標準装備です。スク

リーニングだけであれば， リニアはなくても構

いません。心臓を見なければセクタも必要あり

ません。

腹部エコーのスクリーニングでは通常コンベッ

クスを使用します。内科では，肝臓に時間を

かけることが多いのですが，小児科では，肝臓

の病気は稀です。内田先生は， 「肝臓に時間を

かけないのが，小児の腹部エコーのコツだ」と

おっしゃっています。肝臓は門脈と肝静脈辺

りをみて，次に膵臓， さらに左右の腎臓，膀

胱と尿管を確認します。 ここまで，慣れれば

1分でできます。それから，必要に応じて消

化管を観察します。正常の消化管はガスが多

く， エコーで観察しても，何をみているのかわ

からないことが少なくありません。炎症が生じ

るとガスが減少し，腸液が貯留し， 内膜の肥

厚が生じると観察できるようになります。

それぞれの臓器のチェックポイントについて

まとめます。

肝：門脈水平部と並走する肝内胆管を確認

します。新生児の先天性胆道閉鎖では，肝内

胆管が観察されず， 索状物がみられます

(triangularcordsign)。門脈が描出できな

ければ，肝外門脈閉塞症の可能性があります。

｢肝臓でのポイントはその2点かな」と内田先

生がおっしゃっていました。先天性胆道拡張

'…、
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らかでない場合， それがリンパ節か耳下腺かと

いう鑑別に役に立ちます。また，耳下腺に炎

症がある場合にも， ムンプスによるものか，非

ムンプスかの鑑別が可能です。

副鼻腔：心エコー用のセクタプローブを頬

部に当てると， 副鼻腔が浸出液で充たされて

いる場合は，副鼻腔が描出されます。副鼻腔

炎がない場合には，何も見えません。年長児

で，皇閉症状があり，後皇漏が観察される場

合には，高率に観察されます。

股関節：単純性股関節炎では，貯留液によ

る関節腔の拡大が観察されます。半年に一人

くらいは経験します。

消化管：徳山中央病院で， 内田先生の外来

で最も多かった症例が， 「便秘」です。頑固な

便秘の子どもが毎回いました。エコーでは，消

化管は3通りに描出されます。つまり，正常

の場合はガスが多く， あまり情報を得られませ

ん（図左)。便秘の場合には，便塊が描出され

ます（図中央)｡感染症の場合は， しばしば腸

内が液で満たされ, honey-comb様になります

(図右)。

小児の腹痛の最大の原因は便秘です。 「腹

痛を訴える児がいたら， まず淀腸してみる」と

いうのは， セオリーかも知れません。 しかし，

エコーにより，尻I易をして排便が期待できるか

どうかが事前にわかります。無駄な涜腸を避け

ることができます。

Honeycombsignは非特異的な所見ですが，

症を3例経験されたのが， 内田先生が腹部エ

コーに興味を持たれたきっかけだそうですが，

それほどよくみられる疾患ではありません。

腎：水腎症はしばしばみられます。私が徳

山中央病院に行ったときも，毎回，水腎症の

フォローの症例がありました。私も開業当初，

手術を必要とする巨大水腎症を3－4例経験

しました。最近は，軽症しかみつからないのは，

産科で診断されているためでしょうか。軽度の

水腎症は多くの場合，経過観察のみで良いよ

うです。徳山中央病院で間歌型水腎症の症例

をみせていただきました。来院毎に大きさが異

なっていましたが，経過とともに次第に小さく

なっている印象でした。 ときに巣状細菌性腎

炎で， 腎実質の一部の輝度が変化してみえる

ことがあります。 ドプラエコーで患部の血流の

低下を伴います。エコーの性能が良くないと難

しいですが，私の医院でも，過去3例経験し

ています。

膵：小児では膵疾患はきわめて稀な疾患で

す。

膀胱・尿管：膀胱炎では，明瞭な内膜肥厚

がみられます。尿所見が改善してもしばらくは

肥厚が残存するようです。膀胱容量が少ない

ときには， 内膜が厚くみえますから注意が必要

です。膀胱の背側に尿管が観察されます。水

腎症の場合には， 同時に観察が重要です。尿

管は蠕動がみられます。

耳下腺：頸部の痛みを訴えるが，腫脹が明

へ

一一

(参考文献1より）
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ロタやノロウィルス感染が流行しているとき，

下痢が無くても， エコーをして， ロタかなと思っ

て検査するとまあまあ当たります。

腸重積には， エコーはきわめて有用です。

Targetsignは多くの場合，右腎の近くにみ

られます。また，回盲弁を巻き込みますから，

回盲弁が見えれば，腸重積は否定的です（小

腸重積という例外はありますが)。腸重積を疑っ

てエコー検査を行えば， まず見逃すことはない

と考えます。

虫垂炎の描出については各論で書きたいと

思います。昔は， 「腫大しないと虫垂はみえな

い」と言われましたが，性能の良いエコーでは

正常虫垂が描出されます。当院のあまり性能

の良くないエコーでもたまには描出できます。

内田先生や浅井先生は， 「8割くらいは出せる」

とのことでしたが，ハンズオンセミナーでは，

いつもすべての被験者で描出されていました。

虫垂の描出にはコツがあります。回盲部を同

定することと， エコーの邪魔をするガスを除く

ために， じわじわと圧迫する技術(graded

compressiontechnique)が重要です。虫垂

は圧迫しても変形しません。蠕動がありません。

回盲部を丹念に探すとみつかります。

便秘，腸重積， ウィルス性腸炎の診断には，

高性能のエコーは不要です。私は開業後， 3

台のエコーを使用しました。初代は， 内科で

8年間使用された後に当院に来た中古のカラー

ドプラで， リニアのプローブはありませんでし

た。それでも，上記疾患の診断は十分可能で

した。煙を発したために買い替えた2代目は，

舟入病院の夜間外来にあるものと同じ東芝の

Nemioです。正常虫垂をみるのはちょっとつら

いですが，症例によっては描出できます。徳山

中央病院で内田先生が使われているのは，東

芝の上位機種のXarioでした。茨城こども病

院の浅井先生が，東芝の最上位機種のAplio

に変えてから， スタッフの急性虫垂炎の診断

精度が急に良くなったとおっしゃっていました。

そのため，今回私が購入した3代目は,Aplio

300です。この原稿を書いている今は， まだ納

入されていません。来週届く予定です。

次回は，各論です。エコーで何処を見るか，

何を見るかを少し詳しく書く予定です。余談

になりますが，私は，卒業後4年目(昭和63年）

から東京女子医大心研の循環器小児科に3年

間国内留学しました。そこで， 当時小児心エ

コーの第一人者である里見元義先生から心エ

コーを学びました。 6－7名から成る「エコー

班」は，全ての入院・外来患者のエコーを行

い， その記録をVHSテープに残していました。

毎週月曜日の夜， エコー室に集まり，全員で

1週間分の記録を三倍速でみました。里見先

生や先輩の記録と自分のものを比べて， どの

ようにすればよい画像が得られるか，正確な診

断のためには，何処を見るか，何を見るかとい

うことを学びました。心研を去るときには， た

いていの心疾患を診断できる自信がついていま

した。若い先生方は，是非， エコーに詳しい

先生を探して学ぶ機会を持たれると良いと思

います。夜中に腹痛の患者が来ると不安に思

う小児科医は少なくないと思います。エコーを

使いこなせるようになれば， その不安がきっと

少なくなります。

下記の本は， とても役に立つ本です。

/~、

/~、
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家族だけで支えることは非常に負担が掛かる。

地域の小児科医が病院や訪問看護ステーショ

ンなどと協力して，児の成長・発達に関わる

ことが大切。 しかし，小児在宅医療に関わる

意思が有っても，実際には依頼を受けたこと

が無い診療所医師が多いことも分かり，大阪

小児科医会は会員にアンケートを行い，課題

の抽出を実施。

その結果，次の3つの課題が見えてきた。

①「急変時の病院受け入れの保障」→対応

策として病院側の努力に加え，病院や訪看

STと連携することで地域のかかりつけ医

の負担が軽減されるという啓発活動を行う。

②「気管切開・人工呼吸器・胄瘻等の手技の

研修」→「手技の研修」として大阪府医師

会が積極的に取り組み，耳鼻科．小児外科

等の専門医を講師に招き実習を行う。

③「小児在宅医療の診療報酬の普及と改善」

そして，一般小児科開業医が出来るだけ参

加しやすくなるように，平成25年2月，

「在宅小児かかりつけ医紹介事業」を開始。

80名の登録医により運用開始。さらに今年，

一番の問題であった「在宅児を小児科外来

診療料から除外する」という26年度の改訂

が実現。

在宅医を始めた先生のお話では，紹介事業

に登録することでスムーズにできているとの

こと。病院主治医・訪問看護士・保護者でカ

ンファレンスを開き，バックアップ体制も確

立。緊急対応も可能で， 24時間拘束されるわ

けでもなく，通常は定期的な訪問診療と母親

の相談相手が主な仕事。思ったほど負担はか

からず，皆様方も実践して下さいとのコメン

ト。

→早く広島もこのようなシステム構築の実

施を痛感しました。

ニーソ41ロ

－1一参祠『

2014年8月30＆31日の両日，第24回日本外

来小児科学会年次集会が，会長藤岡雅司先生

主催で大阪にて開催されました。今年も医院

スタッフ5人と共に参加しました。スタッフ

参加は今年で7回目となり，当院の毎年8月

の一大イベントとなっています。大阪での開

催は2005年にもあり2回目の参加となりまし

た。年々，参加者が増えてどの会場にも熱気

あふれる状態でした。今年度のスローガンは

｢子どもたちの幸せをめざして－今，私にで

きること－」でした。毎年， う°ログラムのテー

マは時代を反映し，変容してきています。こ

の学会は，色々なテーマのワークショップも

オープンしていましたが今回はセミナー中心

に重きを置きました。

＊8月30日(1日目）

1． セミナー「在宅医療」「在宅医療を始め

よう大阪のチャレンジ」

今年夏の広島県小児科医会でも，市民病院

新生児の先生による講演があり，強い関心の

下，大阪小児科医会の4人の先生のお話を聴

講。

＜要旨＞

近年,NICUの長期入院から在宅医療に移

行する児が増加し，人工呼吸法などの高度な

医療ケアの重要性が高まる。病院での専門的

な医療を続ける事が不可欠だが，児を病院と

〆‐､

'へ､
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2． セミナー「発達障害」

立ち見や座り込んで聞いている人達で溢れ，

盛況でした。

我が医院でも，パニックになり，診療・検

査・治療が出来ない児が増えてきており，ぜ

ひ聴講したいセミナーが発達障害でした。

①午前の部「クリニックで対応する発達障害

外来で困りませんか児への対応｣，

②午後の部「外来小児科医が発達障害を診る

ということ」

午前午後の二部にわたり，姫路市野間こど

もクリニック ：野間大路先生と当所の臨床心

理士のお話を聴講。

＜要旨＞

発達障害は主に「自閉症」「発達障害」「心

身症」「不登校」に区別でき，年々，多くの

児に現れている。野間こどもクリニックには

3人の臨床心理士が常勤し，次の役割をこな

している。

多くの保護者が漠然とした子育てのやりに

くさを保持していることを認識し， また， 自

閉傾向を指摘された保護者の驚きや傷つきに

寄り添い，共感しながら，児の心理療法（プ

レイセラピーやカウンセリング）を遂行する

とともに，発達検査を実施している。さらに，

児童発達支援・放課後デイサービス・療育セ

ンターに関する情報・特別児童扶養手当・療

育手帳などソーシャルワークと言われる環境

調整も行っている。一方，外来小児科医には，

｢発達障害の専門的な診断や治療をするとい

うより，本人や家族の困惑に気づき，寄り添

うことが最も大切で，医療・教育・福祉の他

機関を上手に連携させるコーディネーターと

しての役割が求められている」と力説。

→我が医院にも，野間こどもクリニックの

ような行動力のある臨床心理士の必要性

を実感しました。

＊8月31日（2日目）

． 、前日の疲れが残るもひと踏ん張り ！

3． セミナー「予防接種は小児科診療の要で

ある」

尼崎市くまがいこどもクリニックでは，最

近， ワクチンの種類が増えたことから，接種

スケジユールが複雑になり，親に標準的なス

ケジュール表を示すだけでは十分な理解が得

られないことが判明。カレンダーを利用して，

個別にスケジュール表を見せて説明する取り

組みを実施している。

→我が医院でも，工夫はしていますが，更

にもっと分かり易く，漏れが無いよう対

応したいと職員で話す良い題材になりま

した。

4． 「熱血リレー発表会～今，私がしている

こと～」今回初めての試み。

持ち時間5分。ボクシングのゴング音に始

まり， ゴング音で終了。

①ワクチンの予約・ワクチン取りこぼしの工

夫などワクチン関連が4題

②子育支援，母親学級開催，待合室コンサー

ト

③「小児薬物療法認定薬剤師」という制度の

説明。この制度を設立した薬剤師の方々は，

小児薬物療法の教育を行い，小児医療に貢

献出来る薬剤師を育てる方針とのこと。

→どの話も今後のクリニック運営について

考える良い機会になりました。

＜感想＞

今年の「発達障害」のセミナーは参加者の

多さから，今の現実を物語っている感がいた

しました。近年， クリニックの外来で見かけ

る「落ち着きのない子どもたち」が如何に日

本全国に多いことか， そしてどのように対応

すべきかと皆さん日夜悩んでおられることを

痛感いたしました。外来小児科医が出来る事

/~、

/へ、
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は限られており，病院スタッフおよび，臨床

心理士の方々との連携プレーが如何に大切か

改めて思い知らされました。 しかし， どこか

ら手を付ければ良いのか？暗中模索していま

す。又，近い将来，確実に「在宅医療」とい

うシステムを外来小児科医は避けて通れない

テーマになることも実感いたしました。

この学会は，外来小児科のスタッフにとっ

て大変良い刺激と勉強になります。講演を聞

かない時は，企業展示にも行きます。いつも

迅速検査の新しい検査を見たりしますが，今

回はインフルエンザワクチンの予約システム

を受付係が熱心に聞いていました。毎回，参

加してその後の外来運営に反映させることを

スタッフに徹底しています。今回は， ワクチ

ン予定表を上手に取り入れてスムーズにワク

チン接種を実施することができるようになり

ました。

余談になりますが， 今回初めて， 「リーガロ

イヤルホテル大阪」で開催された「懇親会」

に職員と一緒に参加しました。さすが大阪は

すべての食べ物がおいしく，堪能いたしまし

た。来年は，東北仙台市で開催されるそうで

す。ぜひ牛タンを味わいたいものです。

☆

第41回日本小児栄養消化器肝臓学会が，順

天堂大学医学部小児科清水俊明教授の会長の

もとで，平成26年10月10日㈲～12日(日)の3日

間，東京ステーションコンファレンスで開催

されました。今回のテーマは「新たなる出発

若い力の発掘」でした。第1日目の10月10B

は，午後から卒後教育セミナーがあり， 「消

化管感染症一ウイルス性l1易炎｣， 「C型肝炎」

や「肥満」の3つの講演があり，学会参加者

は，無料で3人の講師のコンパクトにまとめ

られた，今後の診療に生かせる話を聞くこと

ができました。

“ウイルス性腸炎”ではよく知られている

ロタウイルスやノロウイルスについてだけで

なく，急性腸炎の原因となる他の5つのウイ

ルス（サボウイルス，腸管アデノウイルス，

へ

へ
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に成人病になりやすい」についても話されま

した。

翌10月11日から学会の本番が始まりました。

今回の学会では，特別講演2題招膀講演1

題， シンポジュウムは3企凹でした。特別講

演Iでは，順天堂大学の渡辺純夫教授が｢非

アルコール性脂肪性肝|璋害(NAFLD)/非ア

ルコール性脂肪肝炎(NASH)」について講

演されました。NAFLD/NASHはアルコー

ルの摂取が少ない人で， アルコール性肝|璋害

と|司じ様な病態をとる疾患で，近年成人では

増加傾向にある。成人の肝障害の30～40%が

脂肪肝で， その内10～20％がNASHであり，

NASHはll旨肪肝から肝硬変，肝がんとなる

可能性があることを話され，小児期から肥満，

脂肪肝, NASHに注意が必要であると話さ

れていました。特別講演Ⅱでは東京医科歯科

大学の渡辺守教授が炎症性腸疾患が増加して

きて，小児の患者も増え，欧米並みになって

いることを話されました。また炎症性腸疾患

の新しい治療として，炎症が治まってから|璋

害された腸管粘膜を早く修復するために， 自

己の正常な腸管細胞を体外で増殖させて移植

する再生医療についても話されました。これ

からの医療に再生医療は大切で，様々な分野

で治療の一端を担うようになるのではと思わ

れました。

また一般演題では，胆道閉鎖症の便色カー

ドが母子手'帳に挿入されるようになったが，

十分に活用されていないことやウィルソン病

の尿中銅排泄量や肝機能のコントロール目標

の報告や仮性膵襄胞の外科的治療適応基準の

報告や胆汁うっ滞症にリファンピシンが有効

である報告がありました。またポスター発表

では消化管アレルギーの新生児症例の1例報

告や，肝・脾・腎に肉芽踵をともなった猫ひっ

かき病の1例報告や，炎症性腸疾患にエレン

ダ両

アストロウイルス， コロナウイルス， アイチ

ウイルス）についても話があり，治療として

は特異的なものはなく脱水を正確に評価して，

輸液などの対症療法をしっかりすることが大

切であると話されていました。また"C型肝

炎”については基礎的なことから, C型肝炎

でも母児感染が存在し，感染率は5～10％で

あること，小児の治療では成人に比べてペク、

インターフェロン(PEGIFN)と'ノバビリン

の治療効果がよいので， ガイドラインでもこ

の2つの薬を使った治療が推奨されている。

そして成人領域で最近使用され, C型肝炎を

治癒する疾患に変えているNS3-プロテアー

ゼ阻害薬などは小児領域では適応となってお

らず，今後の課題であると話されていました。

“肥満”についてのセミナーでは，小児肥満

の治療の基本方針として以下の5項目が大切

であると話されていました。①正常な発育を

妨げない。②内臓脂肪を減少させる。③肥満

で生じた健康障害の数を減少させる。④加速

している動脈硬化の進行を遅らせる。⑤心血

管や2型糖尿病の発症を予防する。また最後

に英国のBakar仮説「低出生体重児は将来的

夕司
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最後に，来年広島で， さらなる研究成果の報

告や貴重な症例の報告を行うことを約して3

日間の学会を終了しました。

小児の栄養・消化器・肝臓という広い領域

ですので，すべての最新の知識を自分で勉強

して得ることはなかなか難しいのですが， こ

うして1年に1回学会で，新しい知見を聞い

たりすることで，今年も耳学問ができたなと

思って東京を後にしました。

平成27年10月16日鬮～18(日)，広島の国際会

議場で第42回日本小児栄養消化器肝臓学会を

タールのみの栄養を長期に行って低カルニチ

ン血症を来した1例報告などがあり， この分

野の広さを改めて再認識しました。

学会の優秀演題として各部門から以下の3

題が選ばれ表彰されました。

消化器部門：小児期発症潰瘍性大腸炎におけ

る単核細胞浸潤の大腸内分節的分布所見の

意義

肝胆道部門：小児期B型慢性肝炎に対するイ

ンターフェロン治療効果の検討

栄養部門：特殊ミルク使用児の血清ビオチン

値，および特殊ミルク・母乳中ビオチン濃

度の検討

学会には小児科医を中心に，小児外科医，

内科医や栄養士など約400人の参加があり，

新しい知見の発表や珍しい症例報告などがあ

り，会場ではホットな議論も行われました。

'へ､ 開催します。

シンポジウムとして，

①胆道閉鎖症の病因？

②慢性便秘症の扱い方

③重症心身障害児における栄養管理

を企画する予定です。

へ
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偏腰
隠府

福山市
こども発達支援センター

伊予田邦昭

共|同l運営で， 2012年11月1日にまず就学前の

幼児を対象とした診療を開始した。

・診療体制：常勤医師1名，非常勤医師4～

5名，看護師1名，臨床心理士1名，言語

聴覚土2名(うち1名非常勤)，作業療法士

2名，臨床検査技師1名，保健師3名，保

育士3名， 教育委員会から派遣1名(非常

勤）

・予約相談型発達支援事業：地域(多くは保

育園幼稚園)での発達に関する「気づき」

に伴い保護者の受診希望に基づく，完全予

約型発達相談で早期診断と早期介入により，

保護者の支援と後押しを行う発達支援事業

に特化した医療機関である。

・センターの診療フロー

①相談：保{鯉｢|jや保育土による本人・保護

者との面談で， 育児の困り感や発達の課

題などを共有する。約11I寺間程度。相談

までの予約に約3～4週間ほど。

②診察：医師による詳細な問診(生後の発

育発達歴。現在の発達段階・課題など）

と臨床心理士による発達検査を施行し，

必要に応じて脳波検査，画像検査(外注)，

血液・尿検査なども追加する。診察まで

に約1"jl前後。

③診断結果の説ﾄﾘlと指導：木人・保護者に

発達に関する課題や問鼬点を説明し，必

要に応じて，病状名，診断名を伝え，支

援方法を具体的かつできることから指導

する。保護者の受容度や理解度に応じて，

センターでの作業療法や言語療法などを

″、
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センター外観

2005年4月に発達障害支援法が制定され，

その概念(自閉症，アスペルガー障害，その他

の広汎性発達障害，学習障害や注意欠陥多動

性障害などで通常低年齢で発症する）や市町

村の役割も明らかになり， この10年間余で発

達障害に対する関心がにわかに高まってきた。

発達|璋害は「個人個人のなかで“遅れ"，

“偏り”， “歪み”をさまざまな程度で混在

しており，発達の過程で明らかになる行動，

コミュニケーションや社会適応上の問題を主

とする障害」と考えられている。

これまでの脳性麻痒や知的障害などの古典

的発達障害と混同されていることも多いが，

早期診断・早期に介入し，適切な対応をとる

ことにより，社会生活上の困難さは軽減され

得る障害と考えられる。 このような気運のな

かで，福I I I市こども発達支援センター(以下

センター)は，広島県東部の4市2町(三原市・

尾道市・府中市・福山市・世羅町・神石高原

町)と岡山県西部の2市(井原市・笠岡市)の

一
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通じて，保護者受容理解の契機や後押し

としつつ，必要な社会資源の活用，福祉

サービスの利用についても助言し，必要

書類の作成を行う。結果説明までに約1

ヵ月程度。

※現状では，①から③に至るまでに約3ヵ

月程度の時間を要している。

開所から1年間の利用状況(2012年11月1

日～2013年10月31B)は初診459名，再診1,492

名，延べ1,992名で，開所から2014年7月末ま

ででは，初診824名，再診3,157名，延べ3,981

名（1ヵ月平均それぞれ39名， 151名, 190名，

1日平均それぞれ2.3名， 8.9名， 11.2名に達

し，地域の利用者がlll頁調に増加しつつある。

鐵●
璽山幽無■

八

至

センターアクセスマッフ

就学前の幼児が幼稚園保育園などの集団生

活で明らかとなる発達課題について，保護者

の理解・受容の後押しや関連する療育・教育・

医療機関などとの調整による具体的支援の道

筋を示すように心がけている。

F‐

晴厩
厩阿

国立病院機構福山医療センター

小児科(小児新生児科･小児循環器科・
小児アレルギー科･小児心療内科）

荒木 徹

一

国立病院機構福山医療センターは，広島県

の最東部の福山市に立地しております。当地

は古くは鎌倉時代に， 明王院門前町の草戸千

軒町として栄えました。江戸時代初期には水

野勝成が領主となり，築城と同時に「福山」

と初めて名が付き，芦田川の三角州干拓など

により，城下町として整備が進みました。近

年は日本鋼管福山製鉄所の進出により，産業

都市として飛躍し， さらに「ばらのまち福I｣|」

と称し， 中核都市圏を形成し発展しておりま

す。福| | |のシンボル福山城の南方，芦田川三

角州の中央に位置しているのが， 国立病院機

構福山医療センターです。

当院の歴史をさかのぼると，明治41年4月

に福山衛戊病|焼として創立されたのが，初め

となります。その後ll召和20年に国立福山病院
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となり，病床は230でスタートしました。昭和

41年に現在地に移転し，病床は350床に増えま

した。以後も，診療科や各センターが相次い

で増設され，規模は拡大し，小児科の関連で

は平成11年3月に，地域周産期母子センター

に認定されました。平成16年4月には独立行

政法人国立病院機構へ移行し，福山医療セン

ターとなりました。現在は34の診療科があり，

医師は101人，職員は794人，病床は374床を

有する，中核的医療拠点機関となりました。

また平成23年には新病棟が開棟し，清新なも

のに生まれ変わり， さらに平成29年には新外

来棟も完成し，小児病床も増える予定となっ

ております。

福山医療センター小児科は13名の常勤医師

と， 2名の非常勤医師で構成され， 当院の政

策医療の柱である成育医療の推進をはかり，

福山・府中二次保健医療圏の小児医療に貢献

すべく， 日夜努力を重ねています。現在1日

外来患者数は80～90人，入院病床は一般病床

20床,NICU12床, GCU12床を小児病床とし

て小児外科とともに診療を行い，入院数は年

H1500人程度になります。当科は小児科一般

の日常診療も日々行っておりますが，小児新

生児科，小児循環器科，小児アレルギー科，

小児心療内科の専門分野を有しており，専門

診療も大きく展開しております。小児新生児

科では年間約500人の入院があり， このうち超

低出生体重児は約10人で，人工呼吸管理を約

50人で行っています。小児循環器科では心エ

コー検査を年間約1800件程度行い，小児アレ

ルギー科では入院による食物経口負荷試験を

年間約160件行っています。一方，小児心療

内科では心身医学的なアプローチをしながら，

じっくりと診療を行っております。これらの分

野で， それぞれが専門性を持った医療の提供

に取り組むと同時に，相互に連携しあって総

合的な診療を行っています。

また小児救急は当医療圏においても重要な

課題です。福山・府中二次保健医療圏は，神

石高原町を含む2市1町により構成され，人

口は約50万人ですが，隣接する岡山県西部，

尾道市東部からの救急受診を日常的に受け入

れおり，小児救急･新生児医療としては人口約

60万人，出生数5100の医療圏規模になります。

福山医療センターでは当医療圏において，夜

間休日の小児救急の約60％， また新生児救急

ではほぼ100%を担当しており，地域の救急医

療の充実を目指しております。今後も安定し

た小児救急医療体制を，継続維持することが

大きな課題と考えておりますが， そのために小

児救急では岡山大学小児急性疾患学講座（池

田政憲教授)との相互協力体制を敷き， また

新生児医療では未熟児動脈管開存症や脳室腹

腔シャントの治療管理に対して，近隣の福山

循環器病院，大田記念病院などから診療協力

を得て，診療機能の向上を目指しております。

福山医療センターは，県中心部からは少し

離れて位置しておりますが，県内の小児科医

の先生とも交流を密にし，広島県東部の中核

病院として小児医療への貢献を目指していこ

うと考えておりますので，今後ともよろしくお

願い申し上げます。

小児科

荒木徹（小児循環器科）

坂本朋子，米良深雪，藤原かおり

小児新生児科

高橋伸方，野島郁子，高杉瑞恵，木村紀子

小児循環器科

北田邦美，小寺亜矢

小児アレルギー科

菅井和子，関本員裕，士本啓嗣

池田政憲（非常勤：

岡山大学小児急性疾患学教授）

小児心療内科

細木瑞穂（非常勤）

/へ、
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委員長有田 昌彦

2．会員動向

現在の会員数

A会員： 141名

（うち日本小児科医会会員120名）

B会員： 128名

（うち日本小児科医会会員9名）

C会員： 5名

（うち日本小児科医会会員4名）

会員総数：274名

（うち日本小児科医会会員133名）

3．会務報告

8/11本会新事務局の運用開始

事務担当：山本美佐

（月～金曜日, 10時～15時）

9/19第2回定例理事会

8月20日安佐南区，安佐北区で発生

した激甚災害報告

他医会からの見舞金，義援金報告

（新田副会長）

11/16中国四国ブロック小児科連絡協議会

（岡山市）

11/25次期役員選挙公示

12/26第3回定例理事会

次期役員選出結果（任期：平成27年

4月から2年間） （篠原委員）

会長：桑原正彦

監事(2名） ：豊田作次郎， 田中丈夫

日本小児科医会代議員（3名） ：桑原

正彦，有廣英明， 田中丈夫

同予備代議員（3名） ：杉野禮俊，

森美喜夫，西村真一郎

会規一部改正案（承認）

子どもの心研修会助成（承認）

会費未納者の処遇について

1 ． 8月20日豪雨による土砂災害への義損金

について

平成26年12月末までに中四国小児科医会連

絡協議会から50万円， 日本小児科医会本部か

ら合わせて282万円，広島県医師会から33万

750円，岩手県小児科医会から20万円，岡山

県小児科医会，香川県小児科医会，福山市小

児科医会からそれぞれ10万円，出雲市ドレミ

クリニックから1万円，合計416万750円の浄

財をお送りいただきました。以上の使途，利

用方法については，被災した子どもたちのた

めにとのご趣旨が各方面から最も多かったの

ですが，中四国小児科医会連絡協議会からは，

被害に遭われた会員のお見舞いにとものご指

示をいただきました。広島県小児科医会とし

ては， まず，直接大きな被害に遭われた桑原

正彦先生，清水浩志先生にそれぞれいただい

た義損金から15万円ずつに加えて県小児科医

会から10万円ずつ，合わせて25万円をお見舞

金としてお渡しすること， さらに， いただい

た義損金の使途として， 1）八木梅林小学校

の避難所でボランティア診療にあたられた桑

原正彦先生に，避難された方々の治療として

自院から持ち出した医薬品の代金を支払うこ

と， 2） 9月から安佐医師会館に開設された

広島県こども支援チームの定期相談に出務す

る小児科医への費用弁償， 3）残額は別会計

で保管し，必要に応じて被災小児への支援に

充てることを平成26年9月19日の役員会で決

めさせていただき，平成27年1月18日広島県

小児科医会総会で承認されました。

義損金をお送りいただきました皆様に深謝

いたします。 （文責：新田）

'繍一へ
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学術委員会報告
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

真西村 一郎委員長

1）平成26年9月19日平成26年第2回定例

理事会にて「第68回広島県小児科医会総会」

の企画を検討。

・開催日を平成27年1月18日（日曜日)に決

定。

・総会の会員演題，保険診療講座，総会議

事，招待講演講師候補について検討が行

われた。

2）平成26年10月15日学術委員会開催

平成25年度第2回定例理事会の決定を受

けて「第68回広島県小児科医会総会」の講

師選定と企画を協議した。

3）平成26年11月26日共催会社との検討会

昨今の社会環境の変化より製薬会社との共

催による講演会開催にも更なる適正な運営

が求められており，第68回から総会と学術

講演会を別個に開催することとした。

第68回広島県小児科医会総会

テーマ： 「8.20災害一子どもの心にどう寄り

そうか」

日時：平成27年1月18日（日） 13時OO分より

場所：広島グランドインテリジェントホテル

総合司会：西村真一郎

★会員演題 座長：新田康郎

1 ｢8.20災害を経験して」

しみずこどもクリニック院長清水浩志

2 「8.20災害：被災時の地域医療支援活動」

桑原医院院長

広島県小児科医会会長桑原正彦

★保険診療講座

小児科医会社会保険委員岸高正

★議事 議事司会：有田昌彦

(1) 会長挨拶・報告（桑原）

「“成育基本法”案議員立法国会成立

を願って」

(2)各委員会報告：総務(有田)，学術(西村)，

広報・編集(杉野)，社保（岸)，予防接種

（森)，乳幼児健診検討(佐藤)，勤務医(池

田)，子どもの心相談(河野)，小児救急支

援(兵藤), HP・ML(藤井), アレルギー

疾患対策(杉原）

(3) 「地域総合小児医療認定医制度」につい

て（桑原）

(4) その他の議事

広島県小児科医会講演会

共催：広島県小児科医会,MeijiSeikaファ

ノレマ

座長桑原正彦

★一般講演

「8.20災害発生後から子どもの心支援相談

室活動の報告」

安田女子大薬学部薬学科教授

田中丈夫先生

★招待講演

「子どもの心のケアのために」

吉村小児科院長内海裕美先生

/~、
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予防接種･感染対策委員会
」■■ l■■ ｜■■’ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I

美喜夫森委員長

用を負担している市町村がある。

市町村負担にすべきとの意見であった。

3. B型肝炎ワクチンについて

厚生労働省，第12回予防接種基本方針部会

報告を紹介した。

定期接種の向けての提言との事。

4．現物支給

新型インフルエンザ接種の時に接種液の確

保に苦労した。

市町村より供給されれば接種(医療)に専念

できる。

現物支給がより望ましい。

5．その他

ロタウイスル接種後の腸重積発症増加のリ

スクについての， 日本医事新報の記事（ワク

チン接種後1週間にワクチンによって生じる

腸重積は3.62人/10万人）を紹介した。

（文責：橘高英之）

1 ．予防接種料金について中四からの要望

とその回答

中国四国地区ブロック連絡協議会幹事会よ

り， 日本小児科医会会長に「予防接種料金に

ついて」要望が出された。

すなわち，同時接種時においての接種料減

額の動きに対する質問であった。

日本小児科医会からは予防接種時の診察は，

初診料ではなく予防接種診察料であり，むし

ろ同時接種加算を求めるべきとの回答であっ

た。

2．他の市町村での予防接種

厚労省予防接種実施要綱には， 「他の市町

村での予防接種」に， 「居住地の市町村から

里帰り先の市町村へ予防接種の実施を依頼す

る等の配盧をすること」の記載がある。

居住地以外の医療機関との委託契約等は行

われているようであるが，接種費用は保護者

負担を求めている市町村と，償還払い等で費

於一、

'…､、

小児救急支援委員会報告
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ロロ■■■■■■■

委員長兵藤純夫

当委員会では昨年度の県内小児科開業医の

救急診療への参画状況実態調査に引き続き，

今年度は病院勤務医が対応する救急診療の実

態調査を行っています。

現在調査票の回収にあたっており，春ごろ

をめざし集計解析を行うつもりです。
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広報編集委員会報告
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■回亘■■匹亘■

委員長杉野禮俊

会報59号が完成しました。ご執筆いただい

た先生方に改めて心より厚く御礼を申し上げ

ます。

巻頭言には岡野里香先生に「5歳児相談」

と題してご寄稿いただきました。 「尾道市で

は小児科医・臨床心理士・保健師が子どもと

保護者・園の保育士と面談および診察を行う。

その方法は構造化されており年間約100名の

相談者がある。その内約70名は3歳児健診で

要観察とされていた」と書かれています。広

島市でも5歳児健診ではなく発達相談事業で，

毎年約110名の利用者がありますが市の規模

からすると少ないかも知れません。 3歳児健

診の問診項目も点数化するなど何らかの方策

が必要で， 5歳児相談も健診とすべきで，全

県的な取り組みが必要と考えます。 5歳児健

診東京方式など都道府県の小児科医会会報に

は多くの取り組みが紹介されており参考にな

ります。

招待席には広島市電子メディア・インスト

ラクターの笹川進吾氏に子どものケータイ・

スマホの実態と対策についてご寄稿いただき

ました。歩くこと，体を動かせておもい切り

遊ぶことがどうしても必要な子どもの時期に

平面画像であるメディアと長時間接触をする

と3次元の立体視力は低下し，人間としての

劣化も起きるそうです。何とかしないといけ

ない問題です。

トピックスには白尾謙一郎先生に人工甘味

料のエリスリトールによる食物アレルギーに

ついて解説していただきました。エリスリトー

ルは炭素が5つ，○H基が4つの炭水化物で

IgEを介する反応ではないようです。金属や

お酒のアルコールアレルギーとも機序は異な

るようで興味があるところです。生涯教育シ

リーズには和医大小児科名誉教授の小池通夫

先生に引き続き母乳哺育(その8）と岸高正

先生にてんかんの薬物療法をご寄稿いただき

2本立てといたしました。離乳食の小麦グル

テン開始は4ヶ月未満と早すぎても， また遅

すぎても自己免疫疾患のセリアック病・1型

糖尿病が増えるのだそうです。

会員の広場には井田憲明先生に(その21)と

してご自身のお子さまが新生児百日咳になら

れた時の話，梶梅あい子先生には4人のお子

さまのこと，特にご次男は花婿おすすめナン

バー1であること，大日方修先生にはいとし

のエリーを通して恩師の先生方についてご寄

稿いただきました。

烏取県小児科医会会報のあとがきに「原稿

集めにはエネルギーが必要ですが，気合の入

れ方が足りなかったと反省している」と書か

れていました。気合を入れて原稿を依頼いた

しますのでよろしくお願いします。

（杉野禮俊・渡辺弘司・吉光千記）

'…調

/●、

*平成26年広報編集委員会（第3回）

平成26年7月25日㈱広島医師会館

会報58号の校正

会報58号は8月に発刊した。

＊平成25年広報編集委員会（第4回）

平成26年9月11日附広島医師会館

会報59号の企画
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ギー疾患対 云策委員A報告アレル
■口■■ 1■■ ｜■■ 司■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

杉原雄三委員長

島県下七医療圏域ごとの初期研修のうち， 2

箇所開催分の予算を確保。当委員会でも引き

続き開業医レベルでの安全な食物負荷テスト

のマニュアル作成に向けて検討予定です。

2014年春に，県知事・広島市長に食物アレ

ルギー対策の整備を目的に陳情に伺った。

年末には, H26年度予算で，医師のための

初期研修･専門研修等のプログラム作成，広

ﾎﾛﾑぺﾛシ･メーリングリスト運営委員会'へ､
二コ■■ ｜■■ ｜■■’ ｜■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

藤井 肇委員長
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昨年7月より約半年でアクセスカウントが1871増加しました。これは，会員外の一般の人たち

の訪問の影響もあるかと思います。

初期画面に「会員のホームページ紹介」として医療機関のHPを掲載していますが，紹介しき

れていません。 会員専用のパスワードがわからなくなったり， メールアドレスの変更，住所

(勤務先・自宅）変更などもありましたら， 「変更届」をクリックしてメールで御連絡ください。

事務局宛に郵送も受け付けています。

ホームページヘは委員会報告やお知らせを掲載し， またメーリングリストでいろいろな情報の

提供もしています。

会長ならびに監事の選出に関する公示や一般社団法人日本小児科医会次期代議員・予備代議員

選挙の公示などもしました。

'へ､
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子腰もの心 報ロ委員会岸
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

委員長河野政樹

子どもの心委員会より，活動報告をさせて

いただきます。報告事項は，以下の3点です。

報告事項1 「子どもの心」相談医ホームペー

ジ掲載更新について

子どもの心相談医に登録されている方にア

ンケートを配布し， 54名からアンケートの回

答がありました。その中で， ホームページに

掲載可能とお答えいただいた39名について掲

載予定ですが，掲載意思の回答がない方が2

名おられ，掲載可能かどうか最終確認してお

ります。 1月中には，最終確認を終えて， ホー

ムページに掲載依頼したいと思います。

また，専門医療機関ホームページリストリ

ンク(小児科)も内容が古くなっているので，

この度，新たに確認しましたので，近日中に

広島県小児科医会ホームページに掲載予定で

す。

報告事項2広島水害2次医療機関対応につ

いて

以下の2か所に相談窓口を作っております。

広島県立障害者療育支援センターわかば療育

園(河野政樹）

被災地域からの相談窓口を，総合相談室

(担当長島)に設置しています。代表電話082-

428-6672(平日月～金， 9時～16時)に受け

付けております。受診予約は，調整してなる

べく早く受診可能としています。対象は，被

災地域にお住まいかお住まいであった方でP

TSD様の症状がある方です。

県立広島大学付属診療センター(三原市）林

優子先生

尾三地区に避難された被災者は診療可能と

しています。要予約（なるべく優先しますの

で，主治医の先生からお問い合わせください｡）

今のところ，連絡は両施設ともにありません。

報告事項3平成26年度日本小児科医会主催

「子どもの心」相談医カウンセリ

ング研修会

1）今年度実施について

2015年1月25日日曜日に予定されておりま

す。この度は， 日本小児科医会主催「子ども

の心」相談医カウンセリング研修会ですが，

現在，定員に余裕があることから，内海理事

にお願いし， 「子どもの心」相談医でなくて

も， 日本小児科医会会員であれば，受講可能

として頂きました。

2）次年度以降のカウンセリング講習会開催

について

広島県小児科医会の予算の厳しい中，来年

度以降のカウンセリング講習会について，中

四国の小児科医会の世話人である岡田先生

(岡山県)，金原先生(山口県)と協議し，以下

のように実施していきたいと思います。中国

四国地域で2か所認められるので， 3年のう

ち， 2年は日本小児科医会の予算で行い， 1

年を各県小児科医会の予算で行うというもの

です。今後, 2015年度は広島と山口, 2016年

度は岡山と広島， 2017年度は山口と岡山で開

催の予定です。

/~、
L

/釦慰、
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乳幼児健診検討委員会報告
司■■■■■■■■■一司■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

佐藤 貴委員長

観察，要医療比率には偏りがあり，当委員会

で内容を検討していく予定です。また， 1年

間を目処に現行健診マニュアルを活用しやす

いよう，改訂していく予定です。

広島県医師会母子保健委員会とタイアップ

して，現行乳幼児健診の実施状況と健診マニュ

アルの再検討を行う予定にしています。県内

各地で集計された健診実施数やその中での要

'~、

社会保険委員会報伴F．
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

岸 高正委員長

細の伝達審査委員間での審査のばらつきの

是正などを目的として，年2回の総会の前に

社会保険委員会を開催しています。その内容

は，文書や総会での保険診療講座での解説を

通して，周知徹底している。

3）診療報酬に関する変更点のお知らせの発

行

これらの活動を通して，会員各位の適正な

保険請求やひいては医業収入の安定に寄与し

たいと願っています。

審査委員

社保：中村，安井，木谷，西村，岸

国保：西(美和)，堂面

1）日本小児科医会社会保険全国委員会への

出席

平成26年2月23日(日)，東京において開催さ

れた日本小児科医会社会保険全国委員会へ参

加。

・平成26年度診療報酬改定の概要について

2）社会保険委員会の開催

診療報酬|に関わる情報の共有や，改定の詳'…、
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第6回

広島県産･婦人科医会と広島県小児科医会の
合同懇談会

日時：平成26年7月24日（木） 19時～

場所：アンデルセン広島（5階）

出席者は，産・婦人科関係は久松和寛会長

他河村慎吾副会長，正岡博，横田康平常任理

事。小児科関係は桑原正彦会長他， 田中丈夫，

有廣英|旧副会長，西村真一郎，杉野禮俊，森

美喜夫，佐藤貴，渡邊弘司各理事， ゲストと

して，広島県健康福祉局子ども家庭課課長寺

崎雅浩様の計13名で開催された。

まず，久松会長より，最初からのテーマで

あるペリネイタルビジットの今後として，合

同委員会の設置，妊娠中・分娩後のチェック

リストの共用，授乳不安の問題産後ケアセ

ンターの設置の問題等の提案があった。

桑原会長からは，成育基本法の骨子案の説

明があった。 さらに河村副会長より子宮頸が

ん予防ワクチンの現状についての説明があっ

た。

最後にゲストの寺|崎課長より，広島県の子

どもの福祉行政についての説明があった。す

なわち，平成24年8月に成立した子ども・子

育て支援制度について， 1）幼児教育，保育

を総合的に提供， 2）地域の子ども・子育て

支援の一層の充実， 3）保育の受け入れ枠の

拡大等の説明があり，市町村・都道府県・国

の役割などの説明があった。

この会合は今後も継続していく予定である。

（文責：有廣英明）

早司

夕司
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理事会議事録
■■■図l■■■■図一一■■■■■■一

“子どもの心のケア”の必要な人の早期発見

が必要であること， そのための講習会を開く

こと， 「子どもの心支援相談室」の設置が必

要であることを話し合いました。

広島県の「広島県の心のケア支援チーム」

は安佐医師会館の一室を借りて，週1回毎週

水曜日の午後に「相談支援」を始めることに

しました。広島県小児科医会は， この「支援

室」に積極的に参加したいと思います。もち

ろん，臨床心理士，保健師等の応援も必要で

す。幸い全国の小児科医から寄せられた貴重

な義援金を日本小児科医会を経由していただ

くことになっています。せっかくのご好意で

すので有効に使いたいと思います。どうか会

員の皆さんのご協力をお願いいたします。

本日はもう1つ，会則の変更という大切な

議題があります。また平成27年1月18日の第

68回総会の内容も決めなければなりません。

どうかよろしくお願いいたします。

2．報告事項

1 8.20災害状況と支援策について（桑原会

長）

2総務委員会報告（有田委員長）

入会7月桑原健太郎先生

広島市立広島市民病院小児科

桑原奈津子先生

医療法人唐淵会桑原医院

村上隆子先生

総合病院三原赤十字病院

言ﾄ報大江啓二先生(H26年5月末体

調不良のためご退会）が， 8月

12日ご逝去されました（享年63)｡

檜垣毅先生が9月15日ご逝去さ

＊平成26年度第2回定例理事会

日時平成26年9月19日閏

19時35分～21時05分

場所広島医師会館6階第1会議室

出席者桑原会長新田・有廣副会長，有田，

岡畠河村，岸，木原，木村，佐々

木，佐藤，下田，杉野，杉原，伊達，

西，西村，兵藤，藤井，森，吉光，

米田，豊田，川本

会に先立ち， 8月12日にご逝去された大江

啓二先生(享年62歳)， 9月15日にご逝去され

た檜垣毅先生(享年76歳)と， 8．20災害で亡

くなられた人々のご冥福を祈り黙祷を捧げた。

1 ．会長挨拶

理事の皆さんこんばんは。

「8.20災害」から，早くも， 4週間が経過

しました。74番目の行方不明者が， ようやく

発見されました。 しかし，大量の土石流は，

まだ1/3も片付いていません。避難所の皆さ

んは，市内各地に仮住居を求めて分散してい

きましたが， まだ避難所を閉鎖するまでにい

たっていません。

8月21日から，始めた梅林小学校保健室で

の「仮設診療所」は，田中丈夫副会長の応援

を頂いて， 9月7日まで続けることができま

した。その後は，避難所に指定された体育館

での巡回診療に切り換えています。

「3.11東北大災害」でも見られましたが，

今後“子どもの心のケア”が主要な課題となっ

てきます。 9月3日㈱，広島県健康対策課の

呼びかけで“子どものPTSD対策”について

関係者の会合がありました。その席へ当会か

ら田中副会長に出て頂きました。その席で，

/“
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れました（享年76)。

3各種委員会報告

･社会保険委員会(岸委員長） ：日本小児科医

会中国四国連絡協議会社会保険委員会報告

8月24日(日)岡山にて開催。平成26年度第1

回日本小児科医会社会保険委員会報告にて，

診療報酬|本体以外の基金の活用「新たな財

政支援制度（基金904億円)」について十分

議論できず。予防接種に関して， 自治体間

の相互乗り入れやワクチン現物支給の具体

的方法等について報告あり。ワクチン接種

料金算定根拠の見直しによって同時接種に

よる接種料の逓減要求に対抗できないか。

同時接種による接種料の逓減がされれば今

後同時接種しなくなるであろう。予防接種

料を保険診療でまかなうことについては，

保険診療部分の予算を圧迫し， さらなる点

数減につながる可能性が有り賛成できない。

等意見が交わされた。次回診療報酬改訂に

対する広島県からの要望事項として，以下，

3点を要望する方向で詰めている。

1）小児アレルギー疾患を継続的に診療し

ていく上で， 「小児アレルギー疾患療養

指導管理料」の新設

2）乳幼児医療費助成の地域格差の是正

（中学生までの自己負担なしを目標に）

3）小児特定疾患カウンセリング料の期限

（2年以内)の撤廃

･学術委員会(西村委員長) :H27年1月18B

（日）第68回総会の予定。テーマは, ｢8.20災

害｣。第69回総会日程は, H27年7月5日

（日）か12日(日)のどちらかの予定。

･広報・編集委員会(杉野委員長） ：会報58号

は， 8月20日納品，災害，事務所機能の問

題もあって， 9月上旬に発送。

9月11日第59号(H27年1月号)企画編集会

議にて, ｢8.20災害」を取り上げることに。

･HP・ML委員会(藤井委員長) :会員名簿

より，入会6名，退会6名(物故2名)で，

A会員131名, B会員135名, C会員5名。

事務局に山本さんが加入。理事会メール等，

渡邊さんにだけではなく山本さんへも送信

して頂きたい。指導も大事。

〒733-0033広島市西区観音本町1丁目1

番1号広島県医師会学術課内

広島県小児科医会事務局担当：山本美佐

電話(専用) 082-291-0828

FAX(3医会兼用) 082-291-1066

Mail(専用) h-peds@wing.ocn.ne.jp

・乳幼児健診検討委員会(佐藤委員長） ：県産

婦人科医会との会議，三原と海田で開催予

定の広島県の産後のケアモデル事業に出席

する予定。

・小児救急支援委員会(兵藤委員長） ：病院救

急の実態調査中。来年の早い時期に結果報

告予定。

・アレルギー疾患対策委員会(杉原委員長） ：

H26･27年に医師に対する食物アレルギー

の研修会を開催予定。カリキュラムについ

ては，県医師会学校医部会内に食物アレル

ギー対策のワーキンググループを設置し検

討していく。経口負荷試験マニュアルを病

院用と診療所用を作成予定。

4成育基本法について（桑原会長）

成育基本法を議員立法する方向で，推進実

行委員長として活動している。羽生田議員が

事務局長を務めている。

来年の通常国会での成立を目指す。資金が

必要で， 日本小児科医連盟からの基金を使わ

せて頂く。是非，入会して頂き，協力をお願

いしたい。

5第6回広島県の産・婦人科医会と広島県

小児科医会合同懇談会（有廣副会長）

5月予定が7月24日附開催になった。産婦

風

ノー蕊
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3 8.20災害義援金・見舞金について（新田

副会長，下田委員長）

日本小児科医会でまとめた93件（日本小児

科医会20万円，各地の医会から5～10万円ず

つ)，計267万円。

中国四国小児科医会50万円，香川県小児科

医会10万円，福山市小児科医会10万円，出雲

市ドレミクリニック1万円，合わせて338万

円の義援金・見舞金が届けられた。

被災者へいち早くお見舞いを届ける必要が

あり，新田副会長一任のもと，被災された桑

原会長と清水先生に，義援金からそれぞれ15

万円ずっと県小児科医会から10万円ずつのお

見舞いをする予定である。

頂いた義援金・見舞金は，長期化に備えて

県小児科医会でプールして，桑原医院から持

ち出した医薬品や支援チーム等に有効に使わ

せて頂くことで了承された。

4会則改定について（有田委員長）

1月の総会で， 4月からの会長を決めて，

4月までに新しい役員人事を決めてもらう必

要がある。

会長及び監事の選出は任期満了6カ月以内

に，会員に公示して立候補を募る。 11月の終

わりに公示， 12月に選挙，定例理事会， 1月

総会で会長決定の方針で，定款の改定に了承

を得た。

5会費納入状況と未納会員の処遇について

（下田委員長）

A会員は引去りできているが, B会員は請

求できていない。請求書はいつでも発行でき

るが会長印が必要。

2013年未納者は18人, 2012年以前の未納者

12人と合わせて計30人の会費が回収できてい

ない。 2年以上会費未納の会員には，退会の

意向の有無を確認していく。

藤井委員長より，会員名簿のチェックを，

人科医会から久松会長ら4名，小児科医会8

名，子ども家庭課寺崎局長ら計13名が出席し

た。各科より，成育基本法， ペリネイタルビ

ジット，子宮頸がん予防ワクチン， 「初めて

のパパ・ママへ」パンフレット，広島県の子

どもの福祉行政等について話合った。

6 事務局職員の決定と運用状況について

（新田副会長有田委員長）

事務局に山本さんが加入。理事会メールや

FAX等，山本さんへ送信して頂きたい。

事務局職員の給与について， 月～金曜日，

10時～15時(休憩1時間),交通費5,000円，

雇用保険料(1,000円弱)，賃料(共益費)2,000

円(各医会)を3医会で3等分して，月額31,000

円，年間35万円位かかる。了承あり。

3．協議事項

1 県医師会各種委員会委員推薦の件（桑原

会長）

広島県医師会母子保健担当を佐藤先生，広

島西医療センターの湊崎先生，感染症を森先

生，杉野先生，プライマリケアを永田先生，

学校医部会，桑原会長が推薦し了承を得た。

2広島県子どもの心支援チーム（通称：子

どもの心の支援相談室）立ち上げと支援につ

いて（桑原会長）

毎週水曜日13時～18時に，安佐医師会館資

料室にて，子どもの心相談小児科医，又は児

童精神科医，臨床心理士，児童心理士，保健

師等が対応していく。当面は，桑原会長田

中副会長があたるが，県小児科医会からも応

援をお願いしたい。田中副会長に県小児科医

会の窓口を依頼する。弁当代と旅費くらいは

出る。県の事業ではあるが，臨床心理士分は

県から出るが，小児科医の予算はでない。了

承を得た。

'‐､
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学術課の渡邊さんのPCでやっているのだが，

今後， チェックできなくなる可能性がある。

会費の徴収，発送作業がきちんとできていれ

ばよいが心配である。

6 メディア講演会講演について（杉野委員

長）

12月9日㈹19～21時， アステールプラザ会

議室にて, NPO法人子どもとメディア代表

の清川輝基氏を講師に「メディア漬けで壊れ

る子どもたち～スマホ社会の落とし穴～」と

題した講演会が，特定非営利活動法人ひろし

まチャイルドライン子どもステーションの主

催で開催される。広島県小児科医会に後援を

7広告協賛企業の件（杉野委員長）

少しずつ広告収入が減ってきている。広告

収入が媒体の製作費を越えなければよいので，

会員の皆様からも製薬会社にお願いして頂き

たい。

8 その他

地域小児科総合認定医制度について，会長

の推薦状がいる件については事務局に送付し

て下さいとのこと。

初期小児救急医療の記載欄について，毎日

記載可。

地域小児科総合認定医制度について，近々

会議あり，広島県より要望があるか杉原委員

/へ、

依頼，了承を得た。 長より質問がでた。

(文責：米田）

/~、
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お知 らせ
■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■

厩天蚕ヨ(H26.n～H26.12.31)
桑原健太郎7月広島市立広島市民病院

〒730-8518広島市中区基町7-33

a（082）221-229l

桑原奈津子7月医療法人唐淵会

桑原医院

〒731-0101広島市安佐南区八木2丁目13-27

冠（082）873－2516

村上隆子9月総合病院

三原赤十字病院

〒723-8512三原市東町2丁目7-1

6(0848)64-8111

木村健秀12月祇園ふたばこどもクリニック

〒731-0137広島市安佐南区山本3丁目1-12

a(082)871-7770

《学会， セミナー御案内》

奮ってご参加下さい。

*第118回日本小児科学会学術集会

平成27年4月17日㈱～19日（日）

大阪市大阪国際会議場／リーガロイヤル

ホテル大阪

*第165回日本小児科学会広島地方会

平成27年5月24日（日）

広島市広島医師会館

*第26回日本小児科医会総会フォーラム

平成27年6月13日出・14日（日）

別府市B-CONPLAZA別府国際コン

ベンションセンター

*第25回日本外来小児科学会年次集会

平成26年8月22日出・23日（日）

仙台市東北大学川内萩ホール

*第11回日本小児科医会生涯研修セミナー

平成27年10月12日（日・祝）

埼玉県大宮市大宮ソニックシティ

〆…、

医員裏罰

清水浩志1月 しみずこどもクリニック

〒731-0138広島市安佐南区祇園3丁目

12-12-2

a(082)846-0070

（旧）医療法人あおぞら しみず小児科

古川年宏9月広島県立福山若草園

〒720-0841福山市津之郷町津之郷2004

B(084)951-0227

（旧）県立リハビリテーションセンター

金丸 博9月広島市立舟入市民病院

〒730-0844広島市中区舟入幸町14-11

B(082)232-6195

（旧）庄原赤十字病院

、
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今中雄介9月市立三次中央病院

〒728-8502三次市東酒屋町531

a(0824)65-0101

（旧）広島赤十字・原爆病院

中村和洋10月いちごこどもクリニック

〒731-0102広島市安佐南区川内5丁目

14-20

遇（082）870－1115

（旧）広島大学病院

圓函
大江啓二

平成26年8月12日死去

享年62歳

医療法人社団おおえ小児科

檜垣 毅

平成26年9月15日死去

享年74歳

医療法人社団ヒガキ小児科

塵雪 謹んでご冥福をお祈り致します。

古川逸樹9月

吉浦千尋9月

/~、

患

/緬慰
〃
づ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

、

：i *ご寄稿のお願い

：思い出の写真思い出の写真に200字程度の説明文をつけご寄稿ください。

i会員の広場先生方のご趣味､随筆､雑感などを､会員の先生方に広く､楽しくご愛読：
していただきたく思いますので､お気軽にご投稿くださいますようお願い！
申し上げます。

l投稿先〒731-0231 広島市安佐北区亀山2丁目8-26杉野小児科医院杉野禮俊 I
TELO82-815-1334･FA×082-815-0338

E-mail :sugino@hiroshima.med・or.jp

： ※単位符号と引用文献の書式は広島医学の投稿規定に従いたいと考えます。 j，

、－．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
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／あ／と／が／き
日本各地で，地震台風，ゲリラ豪雨，竜

巻などにより大きな被害が続出， テレビ等で

連日報道されている。お気の毒だと思っても

｢遠い場所で起きたこと」の感は否めなかっ

たが，今回の様に，身近でこのような大災害

が起ると，他人事ではない。切実に異常気象

に対する対策， 自宅や診療所周辺の地形，避

難の方法, PCが使えなくなった時の診療方

法，停電時の冷蔵庫のワクチン類の管理など

について， いろいろと考えた。

1995年，当時勤務していた広島市民病院で

医局会報の編集後記に，阪神淡路大震災につ

いて書いたことを思い出した。 神戸と同じ

様に安佐北区，安佐南区の被災地が1日も早

く復興し, 2015年は平穏無事な1年でありま

すように，心からお祈りします。

（吉光千記）

比較的過ごしやすかった今年の夏も終わり

に近づいた8月20日未明，広島市安佐南区，

安佐北区で長時間鳴り続ける雷鳴とんでも

ない量の豪雨に襲われ，多くの犠牲者，被害

者が出た。被害の最も大きかった八木地区は，

当院から徒歩で40分ほどの距離にあり，診察

室の窓から，山肌に何本もの土砂崩れの跡が

残る災害現場がくっきりと見える。ほんの数

時間にして，八木，可部，緑井，山本，祇園

の各地区に大きな被害が出た。

本小児科医会の桑原会長の八木のご自宅，

診療所が土砂，浸水により甚大な被害を受け，

祇園の清水先生の診療所も浸水被害を受け，

しばらく休診を余儀なくされる大変な状態で

あったようだ。幸いにもお身体が無事であっ

た事には安堵した。

'~、

'一、

広島県小児科医会会報No.59(2015)

平成27年1月31日発行広報・編集委員会

広報・編集委員長杉野禮俊 発行人桑原正彦

広報・編集委員 発行所広島県小児科医会

佐藤貴／下田浩子／但馬剛 謬733-0033広島市西区観音本町1-1-1(広島医師会館内）

西村真一郎／兵藤純夫／藤井肇電話（082)232-7211(代表）

増田宏／吉光千記／渡辺弘司 印刷所新和印刷有限会社電話(082)232-7773
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